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どこからはじめる？どんな効果がある？
レビューが実証。これからはじめる営業DXとは

「営業DX」を進めている企業の声！
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DXの実態「DXに成功していると回答した⽇本企業はわずか14％」

そもそもDX（デジタルトランスフォーメーション）とは、

しかし、ボストンコンサルティンググループの調査
（2020年4⽉〜6⽉）では、⽇本の企業で「DXに成功している」
と回答した企業は14%に過ぎません。

出所:�ボストンコンサルティンググループ Global Digital Transformation Survey2020 (2020年4⽉〜6⽉) 

14％

■調査対象の⽇本企業のうち「DXに成功している」と回答した企業

世界各国平均の30％に⽐べて、⽇本は成功している企業の割合が低い

（経済産業省「DX推進指標」とそのガイダンスより）

“企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データと
デジタル技術を活⽤して、顧客や社会のニーズを基に、
製品やサービス、ビジネスモデルを変⾰するとともに、

業務そのものや、組織、プロセス、企業⽂化・⾵⼟を
変⾰し、競争上の優位性を確⽴すること。“
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DXに成功していない企業が抱えている課題は？

DXが進まない企業が抱えている課題には

DXに必要なテクノロジーが不明確
（≒どんなITツールを導⼊すべきか分からない）

DXプロジェクトとの成果と事業部⾨トップに
とってのメリットの関連性がない
（≒DXプロジェクトの成功が現場の成功とは限らない）

伝統的な考え⽅から抜けきれない⼈材による抵抗
（≒ ITツールの活⽤・定着が難しい）

などが挙げられています。

■DXの実現を阻む主な課題

出所:�ボストンコンサルティンググループ Global Digital Transformation Survey2020 (2020年4⽉〜6⽉) 
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営業組織におけるDXの成功は、売上の向上をもたらす

出所:マッキンゼー・デジタル・⽇本著「デジタル⾰命の本質：⽇本のリーダーへのメッセージ」

課題を解決しDXに成功した企業は、⼤きな効果を獲得で
きます。マッキンゼー・デジタル・⽇本は著書「デジタ
ル⾰命の本質：⽇本のリーダーへのメッセージ」の中で
「DXの効果はコスト削減や⽣産性向上だけににとどまら
ず、R&D、⽣産、マーケティング、セールス、サービスな
どの部⾨横断で取り組むことにより、売上増をもたら
す」提⾔しています。

さらに、マッキンゼー・デジタル・⽇本によるDXリー
ダー企業への調査では、「営業DX（営業部⾨を対象とし
たDX）」の成功は、5〜10倍のビジネスプロセスのス
ピードアップや10パーセントポイントの顧客満⾜度の向
上などをもたらし、5〜10％の売上向上が実現したとして
います。

■DXの成功がもたらす効果

・購買
・⽣産
・バックオフィス

・バックオフィス
・営業

・R&D
・商品企画

・商品開発
・マーケティング
・営業

・マーケティング
・営業
・サービス

DX対象部⾨ 期待される効果

25〜50％

2.5倍

40倍

5〜10倍

10+pp

10％

5〜10％

コスト削減・⽣産性向上

従業員⽣産性向上

創出する
イノベーションの数

商品・サービスの
リリースまでのスピード

顧客満⾜度向上

顧客の離反阻⽌率改善

売上向上

・マーケティング
・営業
・サービス

・マーケティング
・営業
・サービス

※

※パーセントポイント
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営業DXを進める上で避けて通れないのが、SFAの活⽤で
す。なぜならSFAは営業活動と売上データのすべてを司る
プラットフォームだからです。

「伝統的な考え⽅から抜けきれない⼈材による抵抗」と
いう課題を解決するためにも、ただ単に多くの機能を求
めるより、まずは導⼊しやすく、営業でも⽇々使いこな
せるSFAを導⼊し、有意なデータを蓄積することが、営業
DX成功のカギ。売上増を⽰唆してくれる機能も必要です
し、⾃社に伴⾛してくれるカスタマーサクセスなどサ
ポート体制が整っていることもSFAを導⼊する上で重要で
す。

では、どのSFAを導⼊すれば、営業DXの成功に近づける
のでしょうか。

営業DX成功のカギは「無理なく使え」「誰でもデータを活⽤できる」SFAの導⼊



5Copyright 2021 ITcrowd Corp.

「Salesforce Sales Cloud」と「Senses」のユーザー満⾜度を⽐較

■ITreviewレビュアーの満⾜度⽐較

Senses Salesforce Sales Cloud

※各満⾜度は、レビューの任意項⽬の回答を平均値で表したものです。評価の値は、2021年4⽉23⽇時点のデータを参照しております。

世界的規模で活⽤されている最もポピュラーなSFA/CRM

はSalesforce Sales Cloud です。⼀⽅、国内で利⽤者を伸
ばしているSFAの代表格が Senses です。 ITreviewへレ
ビューを寄せた実際のユーザーは、⾃⾝が使うツールを
どのように評価しているのでしょうか。

2つのツールのユーザー満⾜度を⽐較してみると「機能へ
の満⾜度」では Salesforce Sales Cloud が優位であるもの
の、「使いやすさ」「導⼊のしやすさ」「管理のしやす
さ」「サポート品質」「価格」では、Salesforce Sales

Cloud ユーザーより、Senses ユーザーの満⾜度は⾼い数
値を⽰しています。

機能への
満⾜度

使いやすさ

導⼊の
しやすさ

管理の
しやすさ

サポート品質

価格

総回答数n�=�250

各項⽬の回答者数は下記を参照（リアルタイム更新のため最新の数値となります）
https://www.itreview.jp/categories/sfa/compares/senses_vs_salesforce-sales-cloud

https://www.itreview.jp/categories/sfa/compares/senses_vs_salesforce-sales-cloud
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SFAカテゴリーのユーザー評価

本

数
︑

公

⼊
⼿
可
能

情
報

組

合

評
価

本サイトに集まったレビューのうちユーザーの
「おすすめ度（10段階）」の平均値にて算出

2021年4⽉度Grid

ユーザー満⾜度だけでなく、認知度でも⾼い評価を受け
ている Senses は、SFAカテゴリーにおける2021年4⽉度
Gridで「Leader」のポジションを獲得しています。
（Senses はCRM、セールスイネーブルメントのカテゴリーでも

Leaderポジションを獲得）

次ページ以降で、この Senses のユーザーレビューを観点
別にご紹介しましょう。Senses は「導⼊しやすく」「使
いやすく」「サポート品質も⾼い」SFAで、Senses 導⼊
によって、「営業DXを進めている」ことが、レビューか
ら読み取れます。

【ITreview Gridとは】
本サイトに集まったレビュアーによる満⾜度評価と市場の認知度を、
独⾃のアルゴリズムで掛け合わせた四象限のマップです。

算出⽅法の詳細について
https://www.itreview.jp/statics/itreview_grid

https://www.itreview.jp/statics/itreview_grid
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Sensesの「導⼊のしやすさ」「使いやすさ」「サポート」を⾼評価するレビュー

Pickup!

⾮公開ユーザー
営業・販売・サービス職
ユーザー（利⽤者）
情報通信・インターネット
20-50⼈未満

Pickup!

経営・経営企画職
ユーザー（利⽤者）
情報通信・インターネット
20⼈未満

雑務の多い忘れやすい営業でも
使いこなせる！⼀瞬で運⽤に乗るSFA!!

https://www.itreview.jp/products/senses/reviews/60793 https://www.itreview.jp/products/senses/reviews/60819

以前の会社ではsalesforceを利⽤していましたが

受注管理と名刺管理としてしか機能していませ
んでした。案件ボードで⾒た⽬で簡単に状況が
分かるので利⽤するハードルが低く、顧客では

なく案件で語る⽂化が定着。案件への⾏動をす
るとフェーズが動くことがイメージしやすいの
はSensesならではだと感じます。使い⽅も質問

するとすぐに返答をいただけ、サポートが画⼀
的ではなく、ユーザーに寄り添う姿勢も素晴ら
しく頼りにさせていただいています。

前職でSalesforceを使っていて使いこなせず苦⼿
意識があった営業メンバーが、何も⾔わずとも

もれなく案件、アクション情報を⼊⼒・管理し
始めたのを⽬の当たりにし驚いた。その後、運
⽤の負荷が少なく、チームで営業プロセスに関

係する情報や⾃在にアクセスできる環境にメリ
ットしかないことに気づき、より運⽤に乗る。
Sensesのおかげで営業プロセスを分析する材料

は揃ったので、⽇々、PDCAを回し続けることが
できるようになった。

https://www.itreview.jp/products/senses/reviews/61621

Pickup!

活⽤はこれからですが、これまでの課題が解決で
きる柔軟性もあり、求めるSFAとして理想的にな

りそう。さまざまな報告の場にそのまま活⽤でき
るよう、レポートフォームがあらかじめいろいろ
なパターンで⽤意されていると良いですね。

テレワーク時代における効率的な営業活動管理、
パイプライン/⾒通し管理が可能になった。営業
活動のムダを縮⼩し営業担当ごとの活動も可視化

できるので課題がどこにあるかも判別できていく
と思っています。

営業・販売・サービス職
ユーザー（利⽤者）
ソフトウェア・SI
1000⼈以上

後発ならではのUIと
ステータス管理、ユーザーメリット

https://www.itreview.jp/products/senses/reviews/60793
https://www.itreview.jp/products/senses/reviews/60819
https://www.itreview.jp/products/senses/reviews/61621
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Sensesを導⼊し「営業DXを進めている」ユーザーのレビュー

Pickup!

⾮公開ユーザー
経営・経営企画職
導⼊決定者
情報通信・インターネット
20-50⼈未満

Pickup!

経営・経営企画職
IT管理者
⾃動⾞・⾃転⾞
100-300⼈未満

Google Workspaceと連携。
最初のSFAとして

簡易に必要なデータを⼊⼒でき、
管理にも使えるツール！

https://www.itreview.jp/products/senses/reviews/60882 https://www.itreview.jp/products/senses/reviews/60951

⾃社の場合はGoogle Workspaceと連携して使っ
ていて、Gmail、Googleカレンダーと相互に連携
するのも助かる点。⼊⼒する部分が楽なのはSFA

としての⼀番の⼼配事をうまく払拭できた。セ
ールスメンバーの案件管理、アクション管理、
売上予測など、元々はGoogleスプレッドシート

で管理していたので、⼊⼒しかできていなかっ
た。Senses導⼊により、⼊⼒から複合的活⽤と
いう気づきと事実を元にした指⽰ができるよう

になった。

営業スタッフの活動状況をKPI指標としてまとめ
ていましたが、これまではExcel管理で、タイム

リーさ、正確さ、⾒れる⼈が限定されている、
集計に時間がかかるという課題を抱えていまし
た。Sensesの導⼊により、これらの課題を⼀気

に解決することにつながりました。タイムリー
に営業スタッフの活動状況をつかむことができ
るようになったとともに、スピーディーに現場

で起こっている課題を発⾒し、課題解決するこ
とにもつながっています。

従業員⽣産性向上

https://www.itreview.jp/products/senses/reviews/63421

Pickup!

分かりやすいUIが最も良いと思いました。特に管
理者設定は⾮常に簡便で、期待していた結果管理
/⾏動管理の設定をスムーズに⾏うことができま

した。今回サポートくださった営業担当の⽅は、
⾮常に親⾝に相談にのっていただいて本当に助か
りました！疑問点への回答はもちろんですが、テ

スト環境の⽤意など、導⼊に向けて困った点を伝
えると、すぐに対応していただけたのは⾮常に印
象的でした。

⾮公開ユーザー
経営・経営企画職
導⼊決定者
その他⾦融
50-100⼈未満

導⼊までのクイックな
レスポンスが素晴らしかったです

従業員⽣産性向上 売上向上

https://www.itreview.jp/products/senses/reviews/60882
https://www.itreview.jp/products/senses/reviews/60951
https://www.itreview.jp/products/senses/reviews/63421
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今⽇から営業DXを始めるなら「Senses（センシーズ）」

サービス資料はこちら

受失注案件の属性を学習し、
各案件の制約確⽴をAIが予測

参考にすべき類似の案件を
AIが抽出、リコメンド

表⽰項⽬や並びも
⾃由⾃在にカスタマイズ可能

案件の状況が⼀⽬瞭然になる“カンバン形式”の案件ボードが特
⻑です。また開発不要でデータさえあれば初⽇から使える⾼機

能レポート、直感的操作で誰でも使える案件・顧客カルテなど

が搭載されており、⼊⼒負荷も最⼩限。
まさに営業DXを進めたい企業が真っ先に検討すべきSFAが

Sensesです。

AI受注予測機能搭載

カンバン形式の案件ボード

カスタマイズ⾃由

AI受注予測正答率92.6％

類似事例をpick�up！

更新頻度に応じて⾊が⾃動で変わり、
対応漏れを直感的に把握

カラーラベルで直感的に把握

Senses の利⽤継続率は平均98％。その数値は、営業が無理なく

使え、誰でもデータを活⽤しやすいSFAであることを証明してい

ます。Senses を利⽤することで、業務そのものや営業プロセス
を変⾰し、⽣産性を向上。受注⽣産性は中央値24.6％向上（※）

の実績があり、搭載された「AI受注予測機能」は受注確度や想定

リスクを⽰唆。競争優位性の確⽴に貢献します。
（※Senses導⼊により7%受注率が向上、リードタイム14%短縮）

https://product-senses.mazrica.com/dldocument/senses-serviceguide?utm_source=senseslab&utm_medium=link&utm_campaign=itreview-ebook-serviceguide-link1


10Copyright 2021 ITcrowd Corp.

SFAの無料デモ・お打ち合わせをご希望の方は
こちらよりご都合のよい日程をご指定ください

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

Copyright 2021 ITcrowd Corp.

https://senses-mazrica.youcanbook.me/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=sfa-chart-youcanbook-me-link
https://senses-mazrica.youcanbook.me/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=sfa-chart-youcanbook-me-link

