
商談フェーズ管理と“所感の共有”で営業力を徹底強化、わずか1年で売上4倍！
さらにマーケティングオートメーションツールPardotで見込み客の
行動可視化を実現、Web最適化で問い合わせ件数が12倍に！

株式会社テラ・ウェブクリエイト お客様事例
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Salesforce導入パートナーとして再スタートを切るも売上は伸びず……

導入製品　Sales Cloud,Service Cloud,Pardot
活用用途　マーケティング支援、営業支援・顧客管理、社内コミュニケーション

導入背景 導入効果

● 情報の共有化と商談のフェーズ管理を徹底した結果、各
社員が成約につながる効果的な行動を取れるようにな
り、営業力が格段に向上。1年で売上が約4倍になった

● Pardotを活用してWebコンテンツの最適化を進め
た結果、自社サイト経由の問い合わせ件数がわずか
半年で12倍にまで跳ね上がった

● 確度の高い見込み客に的確にアプローチできるよう
になり、アポ獲得率が急上昇。架電本数は激減し、空
いた時間を他の業務に回せるようになった

● 営業担当者の行動や商談の進捗状況を把握できず、
“抜け漏れ”が多く発生していたことなどにより、売上
を伸ばすことができなかった

● 本来、成約率が非常に高い自社サイト経由の問い合
わせの件数が低迷。リード増加につながる具体的な
Web改善策を見出せなかった

● セミナーの集客の際、リストアップした見込み客に対
して手当たり次第に電話をかけていたため、アポ獲得
率が低く、迷惑がられることもたびたびあった

　沖縄県浦添市内の小さな公園に、ひと
きわ目を引く1本の大きなガジュマルの木
がそびえている。そのすぐ横にオフィスを
構える株式会社テラ・ウェブクリエイト
は、まさしく目の前にそそり立つ巨樹のよ
うに、この地にしっかりと根を下ろして活

動するITベンチャーだ。創業は2008年。
主に県内の中小・零細企業に高品質な
Webシステムを安価で提供することを目
的として、現代表取締役の寺田克彦氏に
よって設立された。
　同社がこれまでに歩んできた7年間の

道のりは、決して平坦なものではなかっ
た。当初は、沖縄・九州エリアの企業を
ターゲットとして、顧客管理システムの導
入を大手の4分の1程度の価格で提案
し、顧客獲得に努めた。しかし、破格とは
いえ1000万円近い額を投資できる中

小・零細企業は少なく、苦戦の日々が続
いた。
　そうした厳しい状況を好転させる大き
な契 機となったのが、2009年末の
Salesforceとの出会いだ。寺田氏は、
Salesforceをひと目見て確信した。この
システムを使えば、従来とは比べものにな
らないほど安価に、自社の技術力を活か
したクラウドサービスを地元の企業に提
供できるようになる、と。そして2010年、
自社にSales Cloudを導入すると同時
に、セールスフォース・ドットコムの認定
コンサルタントの資格を県内で初めて取
得し、Salesforce導入パートナーとして

新たな一歩を踏み出す。
　ところが、予想に反して売上は思うよう
に伸びなかった。その原因について寺田
氏はこう語る。
　「弊社の営業力に問題があったのです。
私はエンジニア出身なので、当時、営業の
ことがあまりよくわかっていなかった。一
応、Sales Cloudを1ライセンスだけ取
得して、私1人で使っていたのですが、せ
いぜい名刺のデータを入れるぐらいだっ
たので、私以外の営業担当者の行動や商
談の進捗状況を把握できず、いわゆる“抜
け漏れ”がたくさん出てしまっていました」
（寺田氏）

業　　種 IT・サービス
業種詳細 クラウドソリューション
 の導入コンサルティング、
 クラウド業務システムの
 実装・構築
従業員数　12名

株式会社テラ・ウェブクリエイト



お客様事例　株式会社テラ・ウェブクリエイト

社員の対応力とやる気を高める“所感の共有”　わずか1年で売上4倍！

商談のフェーズ管理で営業力が飛躍的に向上、ビジネス規模も自ずと拡大

2

代表取締役の寺田克彦氏。「Pardotを使って確
度の高い見込みのお客様にお電話すると、『あり
がとう、ちょうど御社のメールを読んでいたんだ』
とお礼の言葉をいただいたりする。これは衝撃で
したね（笑）」

　沖縄県浦添市内の小さな公園に、ひと
きわ目を引く1本の大きなガジュマルの木
がそびえている。そのすぐ横にオフィスを
構える株式会社テラ・ウェブクリエイト
は、まさしく目の前にそそり立つ巨樹のよ
うに、この地にしっかりと根を下ろして活

動するITベンチャーだ。創業は2008年。
主に県内の中小・零細企業に高品質な
Webシステムを安価で提供することを目
的として、現代表取締役の寺田克彦氏に
よって設立された。
　同社がこれまでに歩んできた7年間の

道のりは、決して平坦なものではなかっ
た。当初は、沖縄・九州エリアの企業を
ターゲットとして、顧客管理システムの導
入を大手の4分の1程度の価格で提案
し、顧客獲得に努めた。しかし、破格とは
いえ1000万円近い額を投資できる中

小・零細企業は少なく、苦戦の日々が続
いた。
　そうした厳しい状況を好転させる大き
な契 機となったのが、2009年末の
Salesforceとの出会いだ。寺田氏は、
Salesforceをひと目見て確信した。この
システムを使えば、従来とは比べものにな
らないほど安価に、自社の技術力を活か
したクラウドサービスを地元の企業に提
供できるようになる、と。そして2010年、
自社にSales Cloudを導入すると同時
に、セールスフォース・ドットコムの認定
コンサルタントの資格を県内で初めて取
得し、Salesforce導入パートナーとして

新たな一歩を踏み出す。
　ところが、予想に反して売上は思うよう
に伸びなかった。その原因について寺田
氏はこう語る。
　「弊社の営業力に問題があったのです。
私はエンジニア出身なので、当時、営業の
ことがあまりよくわかっていなかった。一
応、Sales Cloudを1ライセンスだけ取
得して、私1人で使っていたのですが、せ
いぜい名刺のデータを入れるぐらいだっ
たので、私以外の営業担当者の行動や商
談の進捗状況を把握できず、いわゆる“抜
け漏れ”がたくさん出てしまっていました」
（寺田氏）

　さらに、社内SNSのChatterには、営
業担当者の行動や所感が次々に書き込ま
れ、蓄積されていく。これが営業担当者の
対応力を高める上で大いに役立った、と
営業部の甲斐亜由美氏はいう。
　「たとえば、どんな原因で商談がロスト
したか、そのときにどう対応すればよかっ
たか、といった営業担当者のコメントがす

べて履歴として残されているので、特に新
人社員にとっては重要な気づきにつなが
り、それを次の活動に活かすことができ
ます。加えて、社長をはじめ、先輩社員が
その商談のときに何を思っていたかが伝
わってくると、自分と同じような悩みを抱
えていたことがわかって安心できますし、
励みにもなって、モチベーションが高まり

ますよね」（甲斐氏）
　そのようなSales Cloudを活用した営
業力の徹底強化の成果は、驚くべき数字
となって表れた。伸び悩んでいた売上は、
2011年のSales Cloud本格活用開始
からわずか1年で約4倍になり、2014年
には初めて1億円を突破したのだ。

　そんな折、セールスフォース・ドットコム
の営業担当者の発したこんなひと言が、
寺田氏の胸に強く響いた。「御社が導入
パートナーとして販売しているこの
Salesforceこそ、まさにその課題を解決
するための道具ですよね。ただの商材とし
てではなく、まずは御社内で徹底的に活
用すべきではありませんか？」
　その言葉に突き動かされるように、寺田

氏はすぐさま社員全員分のSales Cloud

のライセンスを取得。情報の共有化と商談
のフェーズ管理に真剣に取り組もうと決
意する。今、その商談はどの段階まで進ん
でいるか。交渉が滞っている原因は何か。
課題をどんな方法で乗り越えようとしてい
るか。そのような商談の内容や行動履歴
が、寺田氏を含む全営業担当者によって
Salesforceに逐一入力される。それにも

とづき、次第に各社員が、成約に向けた具
体的かつ効果的な行動を取れるようにな
り、徐々に売上が伸び始める。しかも、情
報の共有化が進んだことで、営業担当者
の数を増やしやすくなり、ビジネスの規模
は自ずと拡大していく。そのような好循環
を実現することができたのだ。
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低迷するWeb経由の問い合わせ件数アップのためMAツールPardotを導入

　営業力を格段に向上させ、Salesforce

の導入支援ビジネスを軌道に乗せること
には成功した。しかし、寺田氏には、どうし
ても克服したい課題がほかにもあった。そ
のひとつが、自社のWebサイト経由の問

い合わせが少ないという問題だ。顧客は、
自ら同社のWebサイトを検索して訪問
し、コンテンツを見た上で問い合わせとい
う行動に至る。つまり、その時点で購買プ
ロセスを半ば以上進んだ状態にあるわけ
で、そこから商談に入れば、同社のビジネ
スの性質からいっても、100％近く成約に
結びつけることができる。同社にとってき
わめて重要な顧客接点なのだ。にもかか
わらず、Webサイト経由の問い合わせ件
数は、年間2件程度と低迷していた。
　「ただ、Webに力を入れたいと思って
も、Webサイトのデザインやコンテンツ
をリニューアルしたり、ブログを始めたり
する程度で、具体的にどうすれば効果的
にリードを増やせるのかはよくわからな
かったのです」（寺田氏）
　試行錯誤する中で、寺田氏の目に留まっ
たもの。それがBtoB向けマーケティング

オートメーション（MA）ツールPardot

だった。これを使えば、見込み客の属性等
に応じたスコアリングや、Web上での見
込み客の行動追跡などによって得たデー
タをもとに、Webサイトやメールのコンテ
ンツを最適化したり、営業活動を効率化
したりすることが可能になる。
　「もちろん、他社のMAツールを導入す
るという選択肢もありました。しかし、す
でに利用中のSales Cloudを含めた総合
的な製品として見れば、Pardotの親和性
の高さは非常に魅力的。Sales Cloudを
使っている以上、導入するならやはりセー
ルスフォース・ドットコムの製品だな、と。
それが決め手になりました」（寺田氏）
　Sales CloudとPardotを連携させれ
ば、両者の高い潜在能力を存分に引き出
すことができる。寺田氏の腹は決まった。

確度の高い見込み客を見極め、セミナーの集客作業を効率化
　2015年2月、Pardotを稼働させた同
社がまず取り組んだのが、自社開催セミ
ナーの集客作業の効率化だ。Pardot導
入以前、同社では、リストアップした見込
み客宛にセミナーの勧誘メールを一斉配
信したのち、基本的にリストの上から順番
に電話をかけていた。当然ながらアポ獲
得率は低く、顧客に迷惑がられることもた
びたびあったという。そうした状況が、
Pardotによって一変した。営業部の平岡
佑美氏はこう話す。

　「どんな方がメールを開き、リンクをク
リックして、どのコンテンツに興味を持っ
てくださったかを把握できるようになり、
確度の高いお客様に的確なタイミングで
アプローチできるようになりました。アポ
獲得率が上がったことはもちろんですが、
お客様の反応がわかるので、コンテンツ
の内容をいろいろと変えて効果を試して
みることも簡単にできますし、何より営業
活動が“一方通行”でなくなったことが嬉
しいですね」（平岡氏）

営業部の平岡佑美氏。「今後はドリッププログラ
ムをもっと活用して、現状ではつい後回しになっ
ているロストしたお客様へのアプローチも定期
的に行っていきたいと考えています」



株式会社セールスフォース・ドットコム
0120-733-257

www.salesforce.com/jp

Salesforce は salesforce.com,inc. の米国およびその他の国での登録商標です。
またその他サービス名も salesforce.com,inc. の商標または登録商標です。
その他各種製品名は、各社の製品名称、商標または登録商標です。
記載の内容は2015年10月現在のものです。
© Copyright 2015 salesforce.com, inc.

―株式会社テラ・ウェブクリエイト　代表取締役　寺田克彦氏
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お客様事例　株式会社テラ・ウェブクリエイト

アポ獲得率が大幅にアップ、Webサイト経由の問い合わせ件数は一気に12倍に！

"お客様の行動を可視化して把握しつつ、商談のフェーズを管理して成約につなげる。
それを推し進める力こそが“営業力”なのだということを、
Salesforceが改めて教えてくれました"

　導入からわずか半年、Pardotによって
得られた効果は、Sales Cloud導入によ
る成果に勝るとも劣らぬほど大きなもの
だ。従来は、セミナーの集客のための電話
を1日60件、それを1週間続けても、1

～ 2件のアポを取るのが精一杯だった。そ
れがPardot導入後、1日3～ 4件のアポ
獲得も珍しくなくなり、以前は達成が難し
かった集客目標を容易にクリアできるよう
になった。それも、架電本数自体は圧倒的
に減ったにもかかわらず、である。
　「以前は本当に大変だったセミナーの集
客がとても楽になり、空いた時間に腰を据
えて商談中のお客様についてじっくり調べ
たり、資料を作ったりできるようになりま
した」（甲斐氏）
　また、Webサイト経由の問い合わせ件
数についても、Pardotを活用したWeb

コンテンツの最適化によって、年間2件
だったのが月間2件、すなわち12倍にま
で一気に跳ね上がった。
　「お客様の行動を可視化して把握しつ
つ、商談のフェーズを管理して成約につな

げる。それを推し進める力こそが“営業力”
なのだということを、Salesforceが改め
て教えてくれました」（寺田氏）
　同社は今後、コンテンツをより充実させ
つつ、見込み客の行動履歴に合わせて自
動的にメールを送信するドリッププログラ
ムを複数稼働させて見込み客を育成し、
成約率の向上を図っていく予定だという。
驚異的な成果を上げながらもそれに満足
せず、さらなる高みを目指しているのだ。
　「Sales CloudとPardotのシームレス
な連携は期待通りで、現状でも十分に満
足しています。しかも、Sales Cloudが年
3回定期的にバージョンアップされている
ことを考えれば、同様にPardotもこれか
らどんどん進化していくのは明らかで、今
後の期待値は非常に大きい。たとえ現時
点で他社製品のほうが部分的に優れてい
たとしても、あれだけめざましい発展を遂
げてきたセールスフォース・ドットコムが、
『今後はPardotに力を入れる』と宣言し
ている以上、1～ 2年後を見据えれば、
Pardotと他社製品のどちらを導入すべき

かは考えるまでもないと思います」（寺田
氏）
　クラウドを利用して絶えず業務を改善
し続ける積極的な姿勢と、ITの恩恵を地
元・沖縄にもたらそうという熱意をもって、
飛躍的な成長を遂げた同社。いつか必ず、
オフィス前のガジュマルにも負けない“IT
業界の巨樹”となる日が来るはずだ。
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営業部の甲斐亜由美氏。「Pardotによって、これ
まで見えなかったお客様の行動が可視化され、
それを営業活動の効率や精度を高める材料とし
て使えるようになりました」


