
© Mazrica Inc.

Senses導入事例
営業支援ツール導入・活用の成果とは？

業界・課題別



Copyright© mazrica, Inc All Rights Reserved© Mazrica Inc.

2 目次

・卸売業（電機・精密機器関連）

・情報・通信（メディア）

・介護・福祉

・人材・コンサルティング

・製造業（食品・素材系）

・住宅（ハウスメーカー）

・金融



© Mazrica Inc.

卸売業（電機・精密機器関連）
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導入前の課題

個人の営業スキルのバラつき。各営業のパフォーマンスにバラつ
きがあっては、人数が増えても売上は変わらない。営業の質を上
げつつ均質化していかなければいけない。

Senses選定の理由

価格と使いやすさ。そして導入後のサポート内容。
安ければ良いというわけではなく、現場が使いやすい機能性・
操作性も重視。導入後のサポート内容がイメージできた。

Senses導入の効果

各営業は自分の行動が数値として可視化できるようになったた
め、モチベーションアップにつながっていきました。またSenses

を見れば、ベテラントップセールスの行動量や行動内容も把握で
き、Sensesを介して成果につながるアクションを伝えられるよう
になった。

導入後の定着を見据えてSensesを選択。
行動を徹底的にフォローできる体制を構築。

株式会社NSS

業種
卸売業（電機・精密機器関連）

営業タイプ
BtoB

課題
営業情報の属人化 営業活動の可視化
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１） 株式会社NSS様の事業内容について
 
株式会社NSSは1997年に創業。福岡県大野城市に本社を構え、全国にも支店を展開
している。セキュリティ事業を中心に、デジタルサイネージの卸販売／レンタル、
フィットネス機器の卸販売／直販、飲食店経営と多角的に事業を取り組んでいる。 

 
そのなかでも同社の売上の8割を占めるのは、創業当初から取り組んでいるセキュリ
ティ事業だ。セキュリティ事業とは監視カメラシステムの卸販売で、国内外の優れ
たセキュリティ製品を厳選して販売している。

2）Senses導入前の営業組織の状況
今回お話をうかがったのは、セキュリティ部門の営業メンバーを束ねる大森氏。営
業のプロフェッショナル集団をけん引している人物だ。 
「実は各営業担当者の指導は、各支店責任者に任せていたんです。本社は各営業担
当者の受注結果のみを確認し、結果だけで評価を判断していました。」

それでは、支店責任者による営業マネジメントはどうだったのだろうか。

「各営業担当者は日報をメールで支店責任者に送るという運用でした。支店によっ
ては10人以上の部下がいることもあるので、支店責任者は自分の業務をしながら日

報も確認したり、指示をしたりするのは大変だったでしょうね。」 
このような状況に変化が訪れたきっかけは、売上拡大による人員増加だ。さらなる
成長を目指すために営業を増員するにあたり、営業全体を統括する部門として営業
推進室を新たに設けることとなった。

３） 解決したかった課題
 
営業人員を増やすことで、一つの懸念点が出てきた。個人の営業スキルのバラつき
だ。「営業メンバーの数だけ増やしても、営業力が伴わなければ意味がありませ
ん。結果だけを見ていては一人ひとりの営業プロセスや行動が把握できず、最終的
に営業成績にバラつきが生じて売上目標につながらなくなると懸念しました。」

各営業のパフォーマンスにバラつきがあっては、営業の人数が増えても売上は変わ
らないのではないだろうか。長期的な視点で見ると、結果だけでなく行動も管理
し、営業のクオリティを上げつつ均質化していかなければいけない。そう考えた大
森氏は、日々の営業活動をデータとして管理できるSFA導入に踏み切った。
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社員からの信望が厚い社長がみずから全国の支店を回ってSenses導入を説明したこと

で、現場の意識を高めることにも成功。 

最初に取り組んだのはメールアカウントをGoogleアカウントに変更（ステップ 2）。

GmailやGoogleカレンダーをSensesと連携するためだ。現場の入力負荷を減らすため
のステップとして必要だと説明したことにより、現場も抵抗なく変更に応じたそうだ。

導入後3カ月間は、現場の抵抗感をなくしてSensesに慣れてもらうため、最低でも1日

1回はSensesを利用するよう徹底した（ステップ 3）。このときにポイントとなったの

は、入力する内容を指示しなかったことだ。「なんでも良いから、1日1回は必ず入力

すること」と定めたため、現場が徐々に慣れていく環境を作った。 

 
その期間を経てから、今度は営業個人のログイン率を検証。（ステップ 4）ログイン率

の低いメンバーにはSensesの使い方やメリットを伝え、全体のログイン率を引き上げ
ていった。ログイン率が安定してきたところで、具体的な入力ルールを策定して各営業
に浸透させた。（ステップ 5）それと並行し、各営業の行動数集計を開始。（ステッ

プ 6）受注結果だけでなく行動数も評価の指標に盛り込む体制を構築したのだ。

４）導入選定のプロセスとSenses導入の決め手

導入する製品を選定する際には、最初は5製品から検討し、機能やコストを検討して

2社に絞った。そのうちのひとつがSensesだった。2製品を選定した理由は、価格と
使いやすさ。安ければ良いというわけではなく、現場が使いやすい機能性・操作性
も重視した。こうして2製品に絞った時点で同社が実施したのが、東京支店と大阪支
店でのトライアル。実際に現場での利用を想定し、それぞれの支店で各製品を利用
してもらい評価をヒアリングした。しかし、現場でのトライアルを実行したとはい
え、大森氏のなかにある「導入したら、本当に現場は利用してくれるのだろうか」
という不安はぬぐえなかった。
そんなときにSensesの担当者から言われた「SFAを導入することが大切なのではな

く、導入してからの運用が重要。Sensesは運用を徹底的にサポートして定着するま
で伴走する。」という言葉が、大森氏の心を動かした。

「導入してから現場の利用を促して運用を軌道に乗せるためには、導入を先導して
いる自分たちが相当がんばらなければいけないのは目に見えていました。でも、そ
れでは本来の自分たちの仕事が手につかなくなる可能性がある。そんな葛藤を抱え
ているときに、Sensesの担当者から具体的なサポート内容を説明してもらえたこと
で、導入後のイメージが明確になったんです。売りっぱなしではなく、売ったあと
のことまで考えてくれたSensesは信頼できると判断し、導入を決定しました。」

５）Senses定着までのプロセスと工夫
最初から導入後の運用イメージを固めていたことで、Senses定着までのプロセスを
明確化してステップに沿って進められたと大森氏は語る。

 
同社の定着ステップは以下の通りだ。 

１．本社の営業推進室を管理者として各営業担当者に導入案内 

２．社内メールアカウントをGoogleアカウントに変更（営業のみ→Sensesと連携 

３．導入後3カ月間は1日1回のSenses利用を徹底 

４．導入後3カ月以降は個人のSensesログイン率をもとに指導 

５．入力ルール策定 

６．各営業の行動数を集計 
７．成績に反映

大森氏が所属している営業推進室がSensesの管理者となり、各営業担当者を集合さ

せてSenses導入をアナウンスした（ステップ1）。

６）Senses導入後の営業組織の変化 
 
徐々にSenses利用を浸透させたことにより、現場は無理なく運用が定着した。大森氏

は当時をこう振り返る。 
「各営業は自分の行動が数値として可視化できるようになったため、モチベーション
アップにつながっていきました。またSensesを見れば、ベテラントップセールスの行

動量や行動内容も把握でき、Sensesを介して成果につながるアクションを伝えられる

ようになったのも導入のメリットです。」 

 
また、各営業の行動量が可視化されるようになったため、無理のない行動目標を設定さ
せられるようになった。行動が把握できるため、成果につながるためのアドバイスもで
きているそうだ。

SFA運用定着までのポイントについて興味深い内容を聞くことができた。社長をはじめ
とする上層部や管理者の意志。そして意志を現場に無理強いするのではなく共有するこ
とで、現場を巻き込んで足並みを揃えていく。さらに行動量の管理による、個人に合わ
せた目標設定と現場のモチベーションアップ。営業職はどうしても結果ばかりに目がい
きがちだが、営業プロセスや内容などの行動が伴わなければ結果にはつながらない。 

そこにいち早く気づいた株式会社NSSはSensesによって行動量を可視化し、営業のク
オリティ向上を実現した。営業のプロフェッショナル集団として、組織を拡大してもク
オリティを保ち続けるために、Sensesが大きな役割を担っている。

https://cpcam.jp/
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株式会社ジャパンエフエムネットワーク様7

業種
メディア

営業タイプ
BtoB

課題
営業情報の属人化 営業活動の可視化

導入前の課題

個人の力量に左右されずに誰もが活躍できる仕組み作りの必要
性。ジレンマを抱えるメンバーが乗り越えられる環境整備。その
ための取組みが必要であると感じ、営業改革に踏み切った。

Senses選定の理由

重要視したポイントは、使いやすさ。情報共有すらできていな
かった組織のため、複雑なSFAを導入することは無謀だと考え

た。他社SFAは、データベースの管理が面倒だったり機能が多すぎ
て持て余しそうだった。

Senses導入の効果

今までは紙ベースでの報告だったためExcelにデータをまとめる作

業が発生していたが、Sensesの画面を見せて報告ができている。
案件ボードで進捗を報告したり、レポートで売上金額や受注率の
変化を確認したりできているため、仕事の効率が格段に上がっ
た。

営業活動の’自走’の芽生。Senses導入で変わった仕事の効率

株式会社ジャパンエフエムネットワーク
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１）株式会社ジャパンエフエムネットワーク様について
 
株式会社ジャパンエフエムネットワークは、ラジオ番組の制作会社として1984年に設

立された。全国39の県域FM放送局の発展に寄与することをコアミッションとして掲
げ、同社が制作したラジオ番組を各放送局が放送する。制作する番組のジャンルは幅
広い。人気のアイドルや声優を起用したトーク番組、ミュージシャンによる音楽番
組、さらにはお笑い番組まで、多様なラジオプログラムを制作する。 

最近ではTOKYOFMと共に、700番組以上の番組が楽しめる「AuDee（オー
ディー）」も展開。限定配信のコンテンツも楽しめ、スマホ用アプリも提供されてい
る。またラジオを通してプロモーションしたい企業に対し、広告営業も行っている。
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４）Senses導入後の変化と効果

その不安も杞憂に終わるほどの変化が見られた。まずは、求めていた仕事の効率性。今
までは紙ベースでの報告だったためExcelにデータをまとめる作業が発生していたが、

現在はSensesの画面を見せて報告ができている。案件ボードで進捗を報告したり、レ
ポートで売上金額や受注率の変化を確認したりできているため、仕事の効率が格段に
上がった。

 

さらに、成長期にあるメンバーのモチベーションアップにも寄与しているという。 
「基本的にはリード→企画提案→決定→クロージングという流れなのですが、自分が
今どのフェーズにいるのかもわからずに動いているメンバーが多かったんです。それ
が、Sensesで自身の案件管理をさせていくうちに、自分が今いるフェーズを意識して
動けるようになっていきました。管理者としても、各営業がどのフェーズにいるのかが
視覚的に把握できるのでマネジメント効率が上がりました。」 
それまでは、本人が「頑張っています」と言えばそれを信じるしかなかった。しかし導
入後は誰がいつ動いているのかが明確になり、頑張りが目に見えるようになった。正当
な評価をするためのルーラーとしても、Sensesは役立っている。

３）SFA導入に向けた取組みとSenses導入の決め手
こうして始まった営業改革。とはいえ、それまで著しく属人化された営業組織だったた
め、最初は「情報共有」という基礎的なことから始まった。「Google Workspaceのカ

レンダーやドライブでの情報共有に加え、Slack導入によりコミュニケーション促進を

図りました。SFAは頭の片隅にはあったものの、まだ自分たちにとっては高次なサービ

スだという印象があったので、なかなか手を出しにくくて…」

しかしGoogle WorkspaceやSlackによる情報共有にも限界が訪れた。情報が増えてい
くに伴い、情報が流れてしまうようになり、必要な情報を確認するのに時間がかかって
しまうようになったのだ。

そのような状況を打破するために、ついにSFA導入に踏み切る。しかし、つい最近まで

情報共有すらできていなかった組織。社内にはSFAに抵抗を示すメンバーも少なくな

かった。そこで、市川氏は相手の立場に合わせてアプローチした。 

 
「社長や常務は、各上長に『あの案件はどうなった？』とか『あいつはちゃんとやって
いるのか？』と聞いてきていたので、各上長に聞かなくてもSFAを見れば案件の進捗や

営業の動きが分かるようになると話しました。 
営業現場に対しては、いちいち上司から状況を聞かれることがなくなるし、分からない
ことがあれば自分で調べられるようになると伝えました。誰しも、仕事では効率性を
求めています。効率性のためにはSFAは欠かせないツールだとアピールすることで、理
解を得られました。」

管理職と現場では目線が違うため、当然ながらSFAの見方や活用方法が異なる。しか

し、どちらも仕事の効率性を求めてSFAを使うことは確かだ。

SFA導入に理解を得られた次のプロセスは、具体的な製品選定だ。同社はSensesを含

め4製品で検討した。そのときに最も重要視したポイントは、使いやすさ。この前まで

情報共有すらできていなかった組織のため、いきなり複雑なSFAを導入することは無謀

だと考えた。「他社SFAは、データベースの管理が面倒だったり機能が多すぎて持て余
しそうだったりして、なかなかピンときませんでした。当社は情報システム部がいない
ので、管理者や営業現場が永続的にメンテナンスするのも現実的ではない。ということ
で、すべてのニーズに合致するSensesが選ばれました。」 

とはいえ、自身もSFAの経験がなかった市川氏。Senses導入が決まっても「ちゃんと
運用できるのだろうか」と不安もあったという。

５）今後の展望 

社内での基盤が整っていく中で、市川氏はこう考えるようになったという。
「放送業界は、以前の当社のように属人化や代理店頼りの課題が生まれやすい。でも、
当社はSensesの導入により大幅に改善されました。以前の当社と同じ悩みを抱える企

業に対し、SFAの使い方や営業組織の変革のノウハウを伝えていければ、業界特有の悩

みがなくなるのではないかと思っています。」 

 
自身の経験を基に、業界の営業改革も視野に入れ始めた市川氏。業界特有の事情や悩み
がありSFA導入に踏み切れない企業も珍しくない。同社の事例は、そのような企業に
とって一歩踏み出す勇気を与えてくれたのではないだろうか。

2）営業改革を進めた背景
「もともと制作側の人間だったので、営業に異動した当初は、職種特有の大変さに
プラスして業界特有の大変さがあったので苦労しました。」と話すのは、同社に入
社して16年目の市川氏。

 
「代理店との関係性次第で営業成績が左右されるというのは、この業界特有の事情
ではないでしょうか。代理店と良い関係を築く力が、シンプルに営業力。一般的に
言う“営業力”と、この業界の“営業力”は違うんだなと感じました。」 

 
また、市川氏が営業になった当時、インターネット広告が台頭してラジオ広告の
ニーズが低下してきた時期でもあった。カスタマイズした提案が求められ、個人の
提案力に大きく依存する状況だった。「力量のある営業は当然成績も良いですし、
案件も集中する。でも、そうでない人はなかなか売れずに苦戦し、最終的には両者
とも苦しくなって辞めてしまいます。」 

 
そんなとき、市川氏が管理職に昇格。個人の力量に左右されずに誰もが活躍できる
仕組み作り。ジレンマを抱えるメンバーが乗り越えられる環境整備。そのための取
組みが必要であると感じ、営業改革に踏み切った。

Sensesの案件ボード機能（画像はサンプル）
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株式会社セブンブランチ様10

導入前の課題

営業情報の蓄積や共有が不十分で、ブラックボックスとなってい
ました。また、営業の数字をマネージャーが読み取り、適切に管
理できるようなマネジメントスキル向上の必要性もあった。

Senses選定の理由

とにかく入力と設定のしやすさ。マネージャーのスキル向上を目
的としている同社にとって、マネージャーが管理しやすいよう設
定できる点は大きなメリットだった。

Senses導入の効果

Senses導入後の契約件数が1.5倍に伸びた。Sensesを導入してか
ら数値を分析する中で、課題を発見。ヒアリングの質を高めたこ
とで提案件数も増加し、結果として受注件数の向上にもつながっ
た。

Senses導入後の受注件数が1.5倍に！
求めたのは「とにかく入力のしやすさ」

株式会社セブンブレンチ

業種
介護・福祉

営業タイプ
BtoB　既存営業中心

課題
営業活動の可視化・効率化

（ワンダーストレージホールディングス株式会社）
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１）株式会社セブンブレンチについて
 
株式会社セブンブレンチはワンダーストレージホールディングス株式会社（以下
「WSH」）の連結事業会社で、北海道札幌市を中心にして主に住宅型の高齢者施設
を運営している。住宅型高齢者施設のほかデイサービスや訪問介護なども手掛ける
セブンブレンチは、WSHの売上8～9割を担う主力事業である。介護施設を運営する
うえで積極的な営業活動が必須だ。そこでケアマネージャーやソーシャルワーカー
などに声をかけ、入居してくれそうな人を見つけなければならない。これが営業活

株式会社セブンブランチ様11
このプロセスができている営業メンバーは、見込み客の獲得数などの成果につながるように

なった。 

次に「入居者数の実績」。受注までの進行度合いにあわせてフェーズを区切った案件ボード

を作成し、問い合わせに対して提案した件数・物件の見学数・クロージング率などを可視化。

これらの数値が見えるようになったことで、マネージャーはボトルネックを発見しやすく

なったという。

実は最初からSensesを使いこなせたわけではない。運用途中で大幅に設計を変更している。

「データなどを分析していくうち、プロセス自体に問題があることに気づきました。そこで

プロセスの見直しを図り、現行のプロセスを設計したんです。うまく軌道修正ができたのも

設定が簡単なSensesを利用していたおかげだと思っています。」

「以前利用していたツールは細かい集計や分析ができる点が特徴のものでした。一見すると魅力的なの

ですが、実際に現場で利用してみると、そこまで複雑な分析は必要ないんですよ。そもそもExcelを使

えば、自分で好きなように分析できますからね。しかも、複雑な分析が可能になるということは、分析

に必要なデータを営業メンバーが入力する必要も出てきます。入力作業に時間を取られていては本末転

倒だと感じました。」

そこで今回導入するSFAには、とにかく入力のしやすさを求めた。そうして出会ったのがSensesだっ

た。UIにこだわったSensesは同社のニーズと一致し、導入の決め手となった。さらにポイントとなった

のは、管理項目を柔軟にカスタマイズできる点だ。マネージャーのスキル向上を目的としている同社に

とって、マネージャーが管理しやすいよう設定できる点は大きなメリットだった。  

５）Senses導入後の変化と効果

 
Sensesによって適切な営業プロセスを設計できた同社。なんと、Senses導入後の契約

件数が1.5倍に伸びているのだ。

「当社は、問い合わせ数に対してクロージング件数が少ないという課題を抱えていまし
た。数値を分析する中で、見学の前段階である『提案件数』に原因があることが判明し
ました。その原因を突き詰めてみると『入居予定者である見込み客の情報が不十分なた
めに、最適な物件がわからない』という声が聴かれました。そこで提案する物件のマッ
チング精度を高めるため、細かく丁寧なヒアリングを実施するよう指示をしたんで
す。」
こうしてヒアリングの質を高めたことで提案件数も増加し、結果として受注件数の向上
にもつながった。これまではツールに対して「入力の手間がかかるもの」というイメー
ジだった人も、リマインド機能などを活用することでツールが「自身の成績につながる
もの」だと実感できる。Sensesによって現場のITツールに対する意識を変えられたの
も、大きなメリットだと荒木氏は言う。

２）Senses導入前の営業組織の状況と課題
 
「毎年新設される160室に加えて既存施設の退去スペースの空室も埋めていかなければいけない。そ
こでテコ入れすることになったのが営業の強化だ。まずは現状の課題を分析しようとしたときに、大
きな事実に気づきました。今の営業状況を分析しようにも、情報が不十分だったのです。」 
当時をこう話すのは、WSHの常務取締役の荒木氏だ。

「もともと問い合わせは多いのに、クロージングに至る割合が低いのが気になっていました。その原
因を明確にするべく、営業活動の内容を分析しようと思ったんです。すると営業情報の蓄積や共有が
不十分で、ブラックボックス化していることが判明しました。」そして、マネジメントに課題がある
ことに気づいた。

「営業は結果を重視する傾向にあり、プロセスはないがしろにされがちです。もちろん売上金額や成
約件数といった『パフォーマンス』は重要な指標ですが、そこに至るまでどのような『アクション』
を積んできたのかも重視しなければいけません。しかし当社の営業マネジメントは、パフォーマンス
に対するフィードバックばかりでアクションに対するフィードバックが欠けていました。マネー
ジャー自身も、育成や成果創出のためにどの数字に注目すべきなのかが分かっていなかったんで
す。」 
 
営業課題の本質に気づいた荒木氏は、さっそくSFA（営業支援システム）の導入を検討。営業情報の
可視化という目的だけでなく、営業の数字をマネージャーが読み取り適切に管理できるようなマネジ
メントスキル向上の目的もあった。

３）SFAの選定プロセスと決め手  

過去に他社のツールを利用していた経験があったため、SFAに求める機能はすぐに決まった。

Sensesの案件ボード機能（画像はサンプル）

４）活用定着の流れと具体的な運用

こうしてSenses導入に至った同社。実はITツールが苦手な営業メンバーが多く、現場に定着する

か懸念を抱きながらのスタートだった。そこで定着させるために、パフォーマンスだけでなく、

そこに至るためのアクションについても評価指標とするとした。同社の営業プロセスをに紐解く

と、以下の流れになる。 

①病院・ケアマネージャー・ソーシャルワーカーなどとの関係構築 

②施設入居予定者が出たタイミングで、ケアマネなどから入居できそうな物件がないか問い合わ

せ 

③入居予定者の、日常生活での基本的な動作ができるかどうかのADLを入手 

④紹介できそうな物件がある場合、詳細な情報が書かれたフェイスシートを入手 

⑤最適な施設を提案 

⑥ケアマネなどから施設情報を入居予定者に伝える 

⑦施設見学 

⑧クロージング

この営業プロセスを、序盤である「見込み客作り」の部分と、中盤から終盤にかけた「入居数の

実績」の部分に大きく分けた。そしてSensesの「案件タイプ」機能を使い、それぞれの営業プロ

セスや実績を別々に管理できるようにしたのだ。

まず入居予定者となる「見込み客作り」の部分だ。「見込み客を獲得するためには、間を取り持っ

てくれるケアマネや医療関係者などとの信頼関係が欠かせません。したがって、単に訪問数を増

やすだけでなく、関係者を増やして人脈を広げキーマンに接触できているかどうかも重要。キー

パーソンアプローチの際には、当社の部長クラスの管理者も同席して関係を深めます。 

「既存顧客との関係づくり」のプロセスを適切に進めているかマネジメントできるよう、このプ

ロセスを落とし込んだ案件ボードを作成しました。」

https://wonderstorage-h.jp/
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株式会社パフ様13

導入前の課題

Excelで数字管理をしていたが、リアルタイムでの数字の変化が見
えなかった。提案からクロージングまでのリードタイムが長すぎ
た。他社SFA、Excel、メール配信ツールの併用で管理が煩雑。

Senses選定の理由

大きな決め手となったのは、充実した機能。導入前はSFAとメー

ル配信ツールは別だったが、Sensesのメール一斉配信機能を導
入。カスタムレポートでExcelを活用しない運用がイメージでき
た。

Senses導入の効果

リードタイムの圧倒的な短縮。もともと3カ月かかっていたもの
が、1カ月に短縮された。更にSensesの活用で営業会議の時間を
削減することにも成功。顧客の掘り起こしにつながる新しい取組
みにも着手開始。

リードタイムが1/3に！
Sensesへの乗り換えで実現した営業効率の大幅UP

株式会社パフ

業種
人材・コンサルティング

営業タイプ
BtoB

課題
既存SFAからの乗り換え
営業活動の効率化
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１）株式会社パフ様について
 
1997年に設立された株式会社パフ。株式会社パフは「顔の見える就職と採用」をポ
リシーに、新卒採用のコンサルティングや業務代行を行っている。学生と企業が語り
合える場所として「職サークル」も運営中。

同社の特徴は、単なる採用活動のサポートではない点だ。「学生よし、企業よし、社

会よし」の三方よしの採用活動に重点を置いている。具体的には、学生の入社後の定

着と活躍を見据えた採用を目指し「辞めないで活躍し続ける人材の確保」をサポート

する。

株式会社パフ様14
Sensesに営業アクションの予定と履歴を入れておくことでリードタイムの短縮だけで

なく、営業会議の時間を削減することにも成功した。

「Sensesを導入してからは、数字も経緯もすべてSensesに蓄積されているので、準備

もヒアリングも不要になりました。ヒアリングの場としての会議が、対策に向けた議論

の場となっているのは大きな変化です。またマネージャーたちが、数字と営業アクショ

ンから、事実に基づいた的確なアドバイスができるようになり、成約率も上がっていま

す。」（吉川氏）

さらに導入後の嬉しい変化はこれだけではない。今までも、過去のセミナーの参加者

には担当部署から定期的にメールを送りフォローしていたが、営業担当者がいつ誰にど

んなメールを送ったのかは確認できなかった。しかし今ではSensesから一括送信して

いるため、自分の顧客にどんなメールが送られているのか把握できるようになり、情報

共有がスムーズに。さらに、Sensesでデータを一括管理できるようになったことで、

手厚くフォローすべき顧客を抽出できるようになった。それにより、顧客の掘り起こし

につながる新しい取組みにも着手した。

３）Senses導入の背景と決め手

最初に、同社のリプレイス検討からSenses導入までの流れを時系列で確認しよう。

2019年夏　  問題提起・検討開始  

2020年4月　Senses導入決定 

2020年5月　Senses契約・データ移行 

2020年7月　運用開始  

2020年9月　吉川氏が社長に就任しトップダウンでDX化推進

 検討が始まった同社のSFAリプレイス。なんと10社以上のSFAを実際に見て検討した
と言う。その中で大きな決め手となったのは、充実した機能。

「機能面では、まずはCSV出力。いざとなればCSVでアップしたり落としたり、いか

ようにも加工できる便利さが決め手でした。他社と比べてのCSVのテンプレが使いや

すかったですしね。また、今まではSFAとメール配信ツールは別でしたが、Sensesは
メール一斉配信機能もついていたというのが大きかったです。」（水流氏）

「カスタムレポートを作れる点もメリットでした。部署や人によって営業の中でも見た
い数字が違いますが、計算式を入れておけば自動で抽出できるので、Excelを活用しな
い運用がイメージできました。」（吉川氏）

Sensesの機能面だけでなく、営業担当者の提案力も決め手となったと言う。  
「当社の業界についての理解が深かったので、実際の運用提案が現実的なものでした。

５）Senses運用定着の成功ポイント

 
Sensesの活用により成果が見えるようになった同社。活用につながったのは、若手の
営業担当者の存在が大きかったと言う。

「Sensesにデータを入れておけば、会議の準備もヒアリングも必要ない。忙しい営業

にとって、時間短縮ほど嬉しいことはないですよね。こうして効率化を求める若手たち

がSensesをおもしろがって使ってくれるようになったんです。Sensesによって営業ア

クションが整理できている人ほど、次にやるべきことが定まり、自然と営業成績にもつ

ながっていきました。」（水流氏）。

現場は事実を入力するだけ。そのデータを見た先輩やマネージャーからは的確なアドバ

イスをもらえて、案件が前に進んでいく。トップの意志と若手の活用により好循環を生

み出したことが、同社における成功の秘訣だった。

2）導入前の状況
 
話を伺ったのは同社社長の吉川氏。創業期から営業として活動しており、同社の営
業組織の変遷を理解しているからこそ、営業組織の課題は売上を左右する大きな要
素だと思ってきたという。 

 
「もともとExcelで数字管理をしていました。Excel管理のあるあるだと思うのです
が、リアルタイムでの数字の変化が見えないことが大きな課題でした。」

リアルタイムでの営業状況が見えないことは、もう一つの大きな課題にもつながっ

ていた。「提案からクロージングまでのリードタイムが長すぎたんです。もちろ

ん、新卒採用は年間でスケジュールを立てるものなので、1週間で結論が出る話では

ないことは理解しています。それにしても、申し込み回収まで長すぎると感じてい

ました。実はクロージングまで平均３ヵ月かかっていたんですよ。それだけリード

タイムが長いと、お客様の熱量も下がってしまって失注してしまう案件も出てきま

すよね。」 

さらに同社の営業業務を複雑化させた要因が、SFAやその他ツールの利用だったと

言う。「Sensesではないのですが、他社SFAをExcelと併用していました。とはい

え、顧客情報データベースとしての入れ物という存在。案件管理はしていないので

対応漏れも頻繁にありました。ほかにもメルマガ配信ツールも使っていたので、

ツールがバラバラで管理しきれない状態でした。」本来は営業活動を効率化するた

めのSFAであるのに、活用しきれていないことに問題を感じていた。

４）Senses導入後の変化と効果

不安と期待のなかで踏み切ったSenses導入だったが、その不安も杞憂に終わるほどの変化

が株式会社パフがSenses導入による最大の成果は、リードタイムの圧倒的な短縮だ。もと

もと3カ月かかっていたものが、なんと1カ月に短縮されたのだ。 
「クライアント様への営業としてのフォローや連絡が後手になりリードタイムが伸びてい
ました。今はSensesでアクション予定登録を徹底し、その予定が実行できているかをペア
でチェックする仕組みを作りました。これにより、お客様への連絡を忘れずに実行するよ
うになり、リードタイムの短縮につながったんです。」（吉川氏）

https://www.puff.co.jp/
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株式会社ビオック様16

導入前の課題

営業が属人化されていて営業プロセスが不透明。メールやエクセ
ルでの情報共有で、情報の質も量も不十分だった。

Senses選定の理由

大きな決め手となったのは、充実した機能。導入前はSFAとメー

ル配信ツールは別だったが、Sensesのメール一斉配信機能を導
入。カスタムレポートでExcelを活用しない運用がイメージでき
た。

Senses導入の効果

4つのフローを一元管理できるか相談したところ、案件ボードを複

数作って管理できると説明を受けました。1つのツールの中で複数
の案件ボードを利用できることは、まさに当社が求めていた機能。
導入を決めました。

異なる営業フローもSensesで柔軟に管理！
現場が率先して使う社内コラボレーションツールの定着

株式会社ビオック

業種
製造業（食品・素材系）

営業タイプ
BtoB BtoC

課題
営業情報の属人化 営業フローの変化

http://www.apple.com/jp
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さらに同社では、営業現場での情報共有にとどまらない。他部署との情報共有によるコ
ラボレーションも加速しているのだ。

「開発部門や製造部門にも営業情報が共有されているため、大型注文の予測が立ちま
す。当社が扱っているのはナマモノなので在庫ロスが出ることもあるのですが、開発・
製造との情報共有により在庫ロスが大幅に減りました。導入前後で比較すると廃棄額で
66％もの削減を実現できています。状況が読めないから在庫切れしないように多めに持
つという必要性がなくなったことが大きいですね。」

これほどまでに幅広くSensesを活用できているのには、何か秘訣があるのだろうか。
村井氏に尋ねてみると、納得の答えが返ってきた。

「いち早くSensesを使いこなすようになったのは常務の竹内。実は竹内は61歳（2021

年9月30日時点）で孫もいるんです。そんな年代の常務が率先して使えているのだか
ら、それほど使いやすいツールなのだろうと営業メンバーに印象付けることができまし
た。」

社長と常務がSensesの売りである「使いやすさ」を体現したことにより、トップダウ

ン型で営業現場に浸透した。そうして幅広くSensesが活用され、営業教育や他部署との
コラボレーションなどの効果を得られている。

ビオック様のように、複数の商材や異なる販売チャネルを扱っている企業は少なくない

だろう。Sensesであれば営業プロセスに柔軟にフィットし、現場発信の活動に展開する

ことができる。

１）株式会社ビオック様について
株式会社ビオックの起源は、600年前の室町時代に京都にて創業された種麹業者

「糀屋三左衛門」。昭和40年に京都本家の三男である村井豊三氏が独立した際に愛

知県豊橋市に拠点を構え、昭和45年に京都本家の閉業に伴い営業権が譲渡され村井

豊三氏が第27代当主となった。

株式会社ビオック様17
しかし効率化するためのツールなのに、運用が複雑になっては意味がないと思い導入に
は至らなかった。そんななか、展示会でSenses（センシーズ）と出会う。

「4つのフローを一元管理できるか相談したところ、案件ボードを複数作って管理でき

ると説明を受けました。1つのツールの中で複数の案件ボードを利用できることは、ま
さに当社が求めていた機能。導入を決めました。」

2）Senses導入前の営業組織の状況と課題 
 
株式会社ビオックの事業は、種麹や微生物を使用した製品の販売だけでなく開発や
製造も行っている。それゆえ商材ごとにビジネスプロセスや販売チャネルが異な
る。同社の主な販売チャネルは以下の通りだ。

・各都道府県の醸造メーカーなどに対して定期的に商材を提供するルート営業 

・さまざまな原料を麹化し、健康食品メーカー・製薬会社に提供 
・一般向け発酵食品（あま酒など）の小売り

「商材やチャネルが違えば、当然ながら営業プロセスも異なります。しかしなが
ら、かつての当社は営業が属人化されていて営業プロセスが不透明。メールやエク
セルでの情報共有で、情報の質も量も不十分だったため改善したいと考えていまし
た。」

このように語るのは現社長の村井裕一郎氏。

3）Senses導入前の営業組織の状況と課題

村井氏が営業改革において真っ先に思いついたのがクラウドツールの導入。しかし
気がかりがあった。「果たして、プロセスが異なる複数の営業フローを1つのツール

でまとめて管理できるのだろうか？」同社の販売チャネルは先述の3通り。

さらに都道府県別のルート営業は、イレギュラーな対応を要する状況が発生した得
意先と通常のフォローによるABC分析の得意先に分かれていた。

営業プロセスが異なる4つのフローを、1つのツールに落とし込むことに懸念を抱い
ていたのだ。いくつか検討したなかで、自分が頑張ればなんとか管理できそうだと
思うツールも見つかった。

４）Senses導入の効果と定着の秘訣

Senses導入後、効果はすぐに現れた。営業現場では情報共有が盛んになり属人化が解

消されたのだ。常務取締役の竹内氏はこう話す。

「Sensesとチャットワークを連携しているので、Sensesに登録したデータは自動的に
チャットワークで共有されます。個人での案件管理だけでなく、同行者や他の営業担当
者にも状況が周知できるのは、今までの管理方法では実現できていなかった効果で
す。」

さらに、営業課長の辻本氏は現場のメリットをこう話す。 

「アクション予定を入れておけば対応漏れも防げる。 “次に何をすべきか”と戦略立てら
れるため、良い意味で自分に対するプレッシャーにもなります。」

会議の運営にも大きな変化をもたらした。 
「チャットワークで情報を浴びられる状況なので、会議がほとんどなくなったんです
よ。Sensesに入力→チャットワークで共有→内容を確認してコメントというサイクル
ができているからこそ。」

営業現場での情報共有により、さらなる波及効果も見えてきた。営業メンバーの教育面
である。 

「営業フローごとに案件ボードを分けることで“この商材ではこういう営業プロセスで

進めば良い”ということが可視化されました。今まではなんとなくやっていたことが一
律化され、営業の進め方がわかりやすくなったんです。また新しい営業メンバーを採用
した際にも、商談記録を教材として活用しています。受注や失注の記録を読むだけで
も、当社の商材やビジネスプロセスが把握できるので、予想よりも早く独り立ちできた
のは嬉しい効果でした。」
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住宅（ハウスメーカー）
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株式会社やまぜんホームズ様19

導入前の課題

マネジメントは属人性の高いものとなり、また現状のデータ管理
やKPI設定も適切に取り組めている状態とは言えなかった。

Senses選定の理由

営業活動の情報に特化し、売上向上に対し直接的に寄与できるか
どうかですね。マツリカと一緒に進めたSenses導入後の未来図
に、現場を統括しているマネージャーが共感してくれた

Senses導入の効果

エクセル管理をしていた時代に比べ圧倒的に精度とスピードが上
がりました。

営業活動の見える化により、数値管理の精度とスピードが圧倒的にアップ

株式会社やまぜんホームズ

業種
住宅

営業タイプ
BtoC 新規営業中心

課題
進捗管理（ヨミ管理） 営業情報の属
人化
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４）SFAをハブにデジタル化を推進する同社が目指す姿

「直近3か年では、3つのステージを考えています。1つ目のステージとして、現場レベ
ルで数値入力とプロセス管理を行う重要性が理解されること。そして数値を共通言語と
する習慣が浸透することです。結果の数字だけではなく、営業活動の過程で見える数字
からボトルネックを洗い出し、エリアや個人レベルでの課題も含めた営業の見える化を
行っていきます。

2つ目のステージとして、数字をもとに現状分析と施策起案が行われ、PDCAが回り、精
度の高い着地予測の話が現場発信で行われることです。ここまで来ると自社のスキーム
がより可視化されてきますので、成功事例の検証による営業の標準化、新人育成の強化
に取り組み、生産性向上と社員満足向上の両輪を回していくことができます。

3つ目のステージとして、各店舗が自立・成熟した組織となり、基本スキームを遂行し
ながら、エリアに応じた集客計画、人員構成、採用計画まで、実践すべき施策の企画立
案ができるようになることです。そして、一人一人が主体的に活動していくことで組織
を強化し、狙って受注できる企業への成長を目指します。」（富樫氏）

「ほぼ初期に作成したロードマップのスケジュール通りに進んでいます。今は顧客情報
を正しく入力することを第一の目標に設定していますが、完璧とはいえないまでも各店
長を軸に入力が進み、エクセル管理をしていた時代に比べ圧倒的に精度とスピードが上
がりました。サポート面では、チャットやメールだけの一時的なやり取りではなく、密
に連絡を取っていただいております。定期MTGではSensesの画面を共有しながら説明
や検証をしてもらえるので、理解が深まり現場への展開もしやすく助かっています。

初期設定に悩むかもしれません。ただ、他のツールに比べて圧倒的に可変性があり、後
からでも自由に設計を組み変えられるので心配ないでしょう。あれもこれもというより
契約までのKPIを設定して、絶対にとりたいデータの設定を行い、その他は後から必要
項目を追加していく流れでも良さそうですね。」（富樫氏）

１）やまぜんホームズ様について
東海地方を中心に15店舗を構え、戸建住宅事業を中心に、地域密着型で急成長して

いるハウスメーカー。1978年創業で三重県桑名市に本社を構え、受注棟数は5期連

続20％以上の成長率。2017年3月に東証プロマーケットに上場し、数年後には一般
市場への上場も視野に入れる、三重県の雄。

株式会社やまぜんホームズ様20
３）Senses導入の決め手

「様々なツールがありますが、営業活動の情報に特化し、売上向上に対し直接的に寄与
できるかどうかですね。余計な機能を入れて目的を不透明にしたくなかったというのが
一番重視していたポイントです。過剰スペックのツールは一見魅力的ですが、運用ハー
ドルが高いなと思ったのもあります。」（富樫氏）

最終的に6社からプレゼンを受け、本当に営業活動の情報に特化できるかどうかという

観点で、Senses（センシーズ）の導入を進めることにしました。

チーム全体、個人の営業活動の情報がすぐに取り出せるSensesのレポート画面

「実は導入検討の初期段階から、社内では運用に対して疑問の声が上がり検討が一時中
断してしまいました。過去にもいくつかツールの導入は行ってきましたが、目的がきち
んと整理されないまま導入がゴールとなり、活用されずに放置されるという状況が繰り
返されていたようです。そのため、丁寧に目的と改革ができる道を示していくことが重
要でしたね。」（大森氏）

最終的には幹部陣で営業組織改革に関する合意形成を図り、その手段としてSensesが

必要であることを再認識してもらい、再び導入に向けて動き始めました。 

 
「合意を取るためのポイントとして大きく3つあります。 

1つ目に、改革の道筋をしっかりと示すこと 

2つ目に、社内の協力者を少しずつ増やしていくこと 

3つ目に、現場メンバーも導入にコミットさせること」（富樫氏） 

 
「もちろん最終的な意思決定は取締役会でしたが、Senses導入後の未来図に、現場を
統括しているマネージャーが共感してくれたことが大きいですね。どういうデータを取
得、管理すべきか、どのように成果を出していくべきかの明確化ができました。これは
自社では作れないな、導入しようという流れに変わっていきましたね。」（大森氏）

2）Senses導入前の状況
 
地元地域の人に愛され急成長を遂げる同社ですが、少子高齢化や単身世帯の増加に
伴う新設住宅着工件数の伸び悩みと、各拠点バラバラな営業管理による生産性低下
がネックとなり、更なる事業成長に課題を感じ始めていた。

2020年1月、更なる事業成長をミッションとして経営企画室に入社した大森氏は、

同年3月入社の富樫氏と、営業組織改革に向けて動き始めた。

「年間200棟の着工実績のある建築会社ではありますが、現場の店長クラスのマネジ
メントは属人性の高いものとなり、新人育成についても定型化しておらず、組織と
して生産性を高める取り組みを十分に行えている状況とは言えませんでした。ま
た、現状のデータ管理やＫＰＩ設定も適切に取り組めている状態とは言えず、代表
も危機感を感じていました。縮小傾向の市場環境も鑑みると、地域トップビルダー
として現状維持にならないように、積極的に最新手法を採り入れ、更なる成長を遂
げるべきという社長の思いを実現するため、営業組織改革に着手しました。」（大
森氏）
 
自社の改善点＝伸びしろとしては具体的に以下の3点。

・営業の見える化 

・営業の標準化・基準化 
・営業の品質向上・均質化

上記への取り組みを進める事で狙って受注ができるような営業組織に変えていくこ
とができると感じました。「富樫が挙げた3つの改善点に対して、まずは受注までの
営業活動のプロセスを可視化する必要性があると考えました。これを行うために、
入社直後からSFA（営業支援ツール）導入に向けて動き始めました。」（大森氏）
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金融業
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アコム株式会社様22

導入前の課題

組織内での情報共有の方法にも限界を感じていた。企画提案から
のリードタイムが長いにも関わらず、営業の状況を詳しく共有で
きていなかったため、対応の遅れが生じることがあった。

Senses選定の理由

「簡単で使いやすい」「情報が整理できて便利」といった声が圧
倒的に多かった。機能が多く高性能なSFAもありましたが、機能
の多さがかえって難しく感じて敬遠されてしまうと判断。

Senses導入の効果

SFA導入前の課題である以下の3つをクリア。
「メンバーごと・顧客ごとの時系列の営業活動の『記録化』、
Sensesを介したメンバー間の状況や提案内容の『共有』、『部内
のコミュニケーション』。

Sensesで情報共有のタイムラグを解消

営業コミュニケーションの円滑化で進む「より添った」提案・フォロー

アコム株式会社

業種
金融

営業タイプ
BtoB 既存営業中心

課題
営業活動の属人化 コミュニケーショ
ンの円滑化
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5）Senses導入後の変化と実現できたこと
「メンバーごと・顧客ごとの時系列の営業活動の『記録化』、Sensesを介したメンバー

間の状況や提案内容の『共有』、『部内のコミュニケーション』。SFA導入前の課題で

あるこの3つは、クリアできています。」

Sensesを導入したことで、SFA導入の目的は果たせていると話す同社。

メールや対面を主体としたコミュニケーションから、Sensesを介したコミュニケーショ
ンへと移行したことで、出張中でも情報共有がスムーズになりタイムラグが短縮され
た。移動中に情報の更新をするなど、時間を有効に活用できている。

また、組織内でSensesをより活用しようという動きも強まっていると言う。

「部内にはいくつかのチームがあるのですが、チームによって業務内容やノウハウも異
なります。そのため、チームごとに実務に合わせたSensesの使い方をしているのです

が、『こういう使い方もあるよ』というSensesの活用方法を共有しています。

チームごとに異なるSensesの使い方を横展開することで、別のチームは新たな使い方
を導入することができ、業務にフィットした利用につながりますよね。」

6）Sensesの導入後に意識していること
Sensesの導入により、情報共有のタイムラグが解消されだした同社。この効果を得るた
めの秘訣をうかがった。

「当社が意識したのは、Sensesが営業現場に浸透すること。そのためには、現場担当

者が積極的にSensesを利用する必要があります。そこで、役員以下上位役職者に協力し
てもらいました。」

上位役職者にSenses上でコメントやリアクションをしてもらうようにし、現場担当者の
モチベーションを向上させた。上層部からリアクションがあると現場にとっても励みに
なる上に、リアルタイムでアドバイスがもらえるため迅速な営業活動にもつながる。さ
らに、チーム内でも積極的な意見交換をするようにしている。 

「Sensesを正しく運用できているかお互いにチェックし、指摘をしたり改善案を出し
たりしています。運用ルールを含めて、現場の使いやすさを一番意識しています。」こ
のように、縦関係だけでなく横関係でも、Sensesを介して積極的にコミュニケーション

を取ることで、Sensesの運用定着につながっている。

１）アコム株式会社様について
アコム株式会社は、ローン業界のリーディングカンパニーである。テレビCMでもよ
く見かける通り、同社の主力は個人を対象としたローン事業だが、ローン事業で
培ったノウハウを活かして金融関係の事業を幅広く展開している。Sensesを導入し
たのは、保証事業本部の保証企画部と保証提携推進部だ。

アコム株式会社様23
「出張が多いので、出先でも簡単にデータ入力ができるツールでなければいけないと思
いました。またスピーディに情報共有したいことを考慮すると、現場が積極的に使って
くれるツールでなければ課題を解決できないと考えました。」

そこで同社は、紹介やレビューなどを参考にして4製品を候補として挙げた。そのうち

の一つがSensesだった。『現場での使いやすさ』を重視している以上、現場担当者が
納得できるツールでなければ導入できない。そう考えた同社は、現場担当者も巻き込ん
で最終的に2製品の無料トライアルを試した。

 
4）選定の軸とSensesにした決め手

トライアルで、2製品の使い勝手を現場担当者に試してもらった。トライアル後にヒア

リングした結果、Sensesについて「簡単で使いやすい」「情報が整理できて便利」と
いった声が圧倒的に多かった。

「現場担当者のポジティブな声を聞き、Sensesなら積極的に利用してくれるのではな

いかと強く感じました。候補の中には、機能が多く高性能なSFAもありましたが、現場
にとっては機能の多さがかえって難しく感じて敬遠されてしまうと判断して、最も現場
ファーストなSensesに決めました。」

さらに、Sensesに決めた理由はこれだけではない。

「SFA導入は初めてだったので、自社独自のシステムを開発するほどのコストやスケ

ジュールの余裕がありませんでした。Sensesはイニシャルコストがなく、ランニング
コストも予算内。ツールとしても完成されているので、導入にかかる時間も短い。当社
の運用方法や組織体制を少し工夫するだけで、活用していけると感じました。」

2）Senses導入前の営業組織の状況と課題
 
同社がSFA導入を検討するきっかけとなったのは、コロナ禍による需要の減退だっ

た。 
「コロナ禍によって、消費者は買い控えをし、企業は業績が悪化したことで、業界
全体の需要が少しずつ落ち込んでいきました。しかし、扱う商品が『お金』『保証』
である以上、商品自体の差別化は難しい。差別化できる点はどこだろうと考えたと
き、提携先に寄り添った提案やフォローを強化するべきだと考えました。そのた
め、提携先金融機関との関係を濃くする仕掛けの一つとして、SFAが必要だと感じ
ました。」

さらに、組織内での情報共有の方法にも限界を感じていた。同社はメールでのコ
ミュニケーションを主体として、共有や相談などは出社時に行っていた。しかし全
国に提携先があるので、出張も少なくない。スケジュールによってはすれ違いにな
る。出張中は上司やメンバーと直接対面することができず、やり取りは後回しにな
りがちであった。

営業の状況やナレッジの情報共有が不十分である感は否めなかった。「さまざまな
経験や知識を持つメンバーが在籍しているので、多角的なアドバイスを営業活動に
活かさないなんて、もったいないと思いました。そのためには、チーム内のコミュ
ニケーション強化が必須でした。また、企画提案から売上に貢献するまでのリード
タイムが長いにも関わらず、営業の状況を詳しく共有できていなかったため、対応
の遅れが生じることもありました。」このような課題を解決して今後事業を拡大す
るため、チーム全体で適切に情報や方向性を共有する体制の構築に迫られたのだ。

３）Senses導入の決め手

「SFA導入が急務であると感じていた同社は、さっそく自社にマッチするSFAを選
定することにした。そこで重視したのが、現場にとっての使いやすさ。
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Appendix
Senses（センシーズ）の主な機能

※クラウド営業支援ツール「Senses」ユーザーのレビュー投稿内容より一部引用
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 クラウド営業支援ツールSenses（センシーズ）25

成果を自動的に最大化する営業支援ツール

※

上位10%のSaaS平均28.7%と比較し約２倍

※

※

※アクティブ率 = DAU/MAU

2,500社

55％

利用企業数

98％
利用継続率 アクティブ率
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SFAの画面イメージ

26

（SFA「Senses」の案件ボード画面）

営業の「見える化」を実現（案件進捗状況・課題点など）

案件の進捗状況・活動状況を可視化、対応漏れも削減

営業の可視化が
出来て便利です

営業側では、行動の漏れがなくなりました。
A社には次にどういったアクションを行うべきかを
可視化し、忘れないようにすることが出来ます
し、管理職側は、各営業がどういった行動を行って
いるのかすぐに確認できるようになりました。
業務工数がかなり削減できていると感じています。

人材
営業・販売・サービス職
20-50人未満

https://www.itreview.jp/products/senses/reviews/60524 （2022/08/01現在）

Pickup! 

https://www.itreview.jp/products/senses/reviews/60524
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27

重要指標の進捗状況をダッシュボードでいつでも把握、営業会議を迅速に

https://www.itreview.jp/products/senses/reviews/72305 （2022/08/01現在）

導入3年目
経営会議、営業会議で活用

Pickup! 

情報通信・インターネット
経営・経営企画職
100-300人未満

コロナの影響もあり全面テレワーク導入となり対面での
会議は一切なくなりましたが、いつでもSensesから受
注状況、商談状況、営業メンバーの活動を確認できます
し、オンラインの営業会議はSensesを画面共有しなが
ら進行することで、非対面の不安を軽減しています。

SFAの画面イメージ

（SFA「Senses」のダッシュボード画面）

業務の効率化を実現（営業会議・集計作業など）

https://www.itreview.jp/products/senses/reviews/72305
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初回面談では
担当による差異は
ほとんど生じない

提案/クロージング
に強み

提案/クロージング
に課題

アポ取得 初回訪問 責任者との課題合意 決裁者への提案 受注見込み客

担当者ごとに各プロセスの歩留まりを自動集計、強みや課題点を抽出

ITリテラシが高くない
メンバでもユーザーとして

主役になれる

できる営業はフェーズを進めること、という共通認識
の醸成に役立った。
営業個々がセールスプロセス（セールスステップ）の
どこに課題があるかを目に見える形で共有できるの
で、毎週課題の解決の確認の場が持てる。

Pickup! 

専門（建設・建築）
営業・販売・サービス職
50-100人未満

https://www.itreview.jp/products/senses/reviews/64975 （2022/08/01時点）

SFAの画面イメージ

（SFA「Senses」のファネル分析レポート画面）

営業メンバー育成強化を実現（若手育成・プロセス分析など）

https://www.itreview.jp/products/senses/reviews/64975
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「Senses概要資料」をダウンロードする >資料「SFAとは？ -入門編 –」をダウンロードする >

「SFAとは何か」をもっと詳しく知りたい方
営業現場に最も使われているSFA

「Senses（センシーズ）」について知りたい方

https://product-senses.mazrica.com/dldocument/senses-serviceguide?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=senses-cases-senses-serviceguide-link
https://product-senses.mazrica.com/dldocument/senses-serviceguide?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=senses-cases-senses-serviceguide-link
https://product-senses.mazrica.com/dldocument/senses-serviceguide?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=senses-cases-senses-serviceguide-link
https://product-senses.mazrica.com/dldocument/senses-serviceguide?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=senses-cases-senses-serviceguide-link
https://product-senses.mazrica.com/dldocument/senses-serviceguide?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=senses-cases-senses-serviceguide-link
https://product-senses.mazrica.com/dldocument/senses-serviceguide?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=senses-cases-senses-serviceguide-link
https://product-senses.mazrica.com/dldocument/senses-serviceguide?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=senses-cases-senses-serviceguide-link
https://product-senses.mazrica.com/dldocument/senses-serviceguide?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=senses-cases-senses-serviceguide-link
https://product-senses.mazrica.com/dldocument/senses-serviceguide?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=senses-cases-senses-serviceguide-link
https://product-senses.mazrica.com/dldocument/what-is-sfa-basic?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=senses-cases-what-is-sfa-basic-link
https://product-senses.mazrica.com/dldocument/what-is-sfa-basic?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=senses-cases-what-is-sfa-basic-link
https://product-senses.mazrica.com/dldocument/what-is-sfa-basic?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=senses-cases-what-is-sfa-basic-link
https://product-senses.mazrica.com/dldocument/what-is-sfa-basic?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=senses-cases-what-is-sfa-basic-link
https://product-senses.mazrica.com/dldocument/what-is-sfa-basic?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=senses-cases-what-is-sfa-basic-link
https://product-senses.mazrica.com/dldocument/what-is-sfa-basic?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=senses-cases-what-is-sfa-basic-link
https://product-senses.mazrica.com/dldocument/what-is-sfa-basic?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=senses-cases-what-is-sfa-basic-link
https://product-senses.mazrica.com/dldocument/what-is-sfa-basic?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=senses-cases-what-is-sfa-basic-link
https://product-senses.mazrica.com/dldocument/what-is-sfa-basic?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=senses-cases-what-is-sfa-basic-link
https://product-senses.mazrica.com/dldocument/what-is-sfa-basic?utm_source=ebook&utm_medium=banner&utm_campaign=senses-cases-what-is-sfa-basic-banner
https://product-senses.mazrica.com/dldocument/senses-serviceguide?utm_source=ebook&utm_medium=banner&utm_campaign=senses-cases-senses-serviceguide-banner
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。

【お問い合わせ】 

株式会社マツリカ 
https://mazrica.com/

入力負荷が小さく成果を自動的に最大化するSFA/CRM
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最後までお読みいただき、ありがとうございました

【お問い合わせ】

株式会社マツリカ 
https://mazrica.com/

入力負荷が小さく成果を自動的に最大化するSFA/CRM

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

https://mazrica.com/
https://senses-mazrica.youcanbook.me/?utm_source=ebook&utm_medium=image&utm_campaign=senses-cases-youcanbook-me-image
https://senses-mazrica.youcanbook.me/?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=senses-cases-youcanbook-me-link

