ダイハツ工業株式会社

お客様事例

メーカー、ディーラーの組織の壁を越えた
情報の横連携で成功ノウハウの共有を実現
ダイハツ工業株式会社

業
種
業種詳細

製造
自動車、産業車両、
その他各種車両および
その部品の製造・販売
従業員数 12,454 名
（2016 年 4 月 1 日現在）

導入製品

Sales Cloud、App Cloud

活用用途

営業支援・顧客管理

導入背景

導入効果

● 法人営業に関しては、収益化につながる

● 成功／失敗体験のリアルタイムな共有で営業の確度

● メーカー、各ディーラーの組織を越えた

● 社内 SNS の活用で組織横断的な

● お客様紹介制度の運営がアナログで

● 業務のペーパーレス化により 1/7 の省力化に成功

を向上し、営業ノウハウが蓄積されてきた

営業ノウハウがなかった

コミュニケーション・情報共有の仕組みを構築

情報連携が必要だった

業務効率を阻害していた

法人営業の強化に向け縦割組織による情報分断が課題に
国内の乗用車市場においては、人口の

でも、またディーラー側でも持ち合わせて

ジンを搭載したオート三輪「ダイハツ号」

減少や若者の車離れなどもあって、軽自

いないというのが実情です」とダイハツ工

の製造で自動車業界に参入して以来、軽

動車に限らず、個人顧客の需要が縮小傾

業の谷本敦彦氏は語る。

自動車を中心としたビジネスの展開で日

向にある。その一方で、法人需要について

同社にとっては、そうしたノウハウの速

本のモータリゼーションを支えてきたダイ

は、比較的堅調に推移している状況だ。ダ

やかな確立と蓄積が急務であり、それに

ハツ工 業。2016 年 8 月には、過去 50 年

イハツ工業ではそのような市場動向を踏

向けた法人営業の仕組みそのものの見直

来業務提携関係にあったトヨタ自動車の

まえ、法人を対象とした事業の強化に乗

しも必 要だった。
「とくに従 来の 体 制で

完全子会社となり、トヨタグループの一員

り出した。

は、メーカーとディーラーの間、さらには

1930 年に自社製の小型ガソリンエン

として、長年にわたる事業の中で培ってき

「ダイハツ工業ではこれまでディーラー

各地域を担当するディーラー各社の間が

た「低燃費」
「低価格」
「省資源」によるク

の店舗を訪れる個人顧客にフォーカスし

縦割りで情報が分断されており、各現場

ルマづくりの技術をさらに成熟。新たな価

たビジネスを展開してきた関係上、店舗

で “起こっていること” “やっていること” を

値 提 供 を通じて、グ ローバ ルな市 場 の

を離れた法人営業にかかわるノウハウな

互いに共有できていないという問題を抱

ニーズに応えていこうとしている。

どは、残念ながらわれわれメーカーの側

えていました」と谷本氏は説明する。
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1 か月以内の構築を目指して Salesforce を選定
そこで、ダイハツ工業では、法人顧客の

業界にターゲットを絞って、同社および

ルの構築もあわせて進めている。
「われわ

中でも、社会の高齢化などを背景に今後

ディーラー各社を横断した営業情報の共

れが最も重視したのは、いち早く営業活

とりわけ需要拡大が見込める福祉・介護

有化を実現するための体制構築に着手。

動の新たな仕組みを整え、速やかに成果

まず同社では、自社内に数人規模という

を出して全社を納得させること。それには

小さなプレ活動のための組織を 2015 年

スピード感が何よりも大切であり、IT 部

2 月に立ち上げ、1 か月間の活動を実施。

門に依頼することなく、われわれ営業サイ

そこで、取り組むべきテーマの抽出を行っ

ドの手で 1 か月という期間で構築するこ

た。

とを目指しました」と谷本氏は言う。そし

法人事業部長 谷本敦彦氏。
「われわれがやりたかっ
たのは、共有化されたノウハウを駆使してすべての
担当者が自らの営業活動を成功に導いていける
ような仕組み。Salesforce の提供する情報共有、
コミュニケーションの機能なしにその実現は考え
られませんでした」

活動を通して見えてきたのが「営業の

て、短期構築および IT の専門部隊の支援

確度を高めるのに寄与する現場での成功

を仰がないという要件をベースに、同社

／失敗体験の共有化」
「現場担当者とその

ではツールの基盤となるソリューションを

活動をサポートするマネジメントの効果的

検討。複数の候補の中から、要件を満た

な連携」
「担当者が営業活動自体に費や

し得るものとして同 社 が 選 定したのが

せる時間の最大化」
、そして「担当者のモ

Salesforce だった。

チベーションの喚起」という 4 つのテーマ
だった。
そうしたテーマ設 定を行うかたわら、
同社ではそれらの要請に応える支援ツー

Chatter の活用で営業活動に注力する時間を最大化
こうしたプレ活動、およびクラウド上の

で抽出した 4 つのテーマを実践し、“儲か

有。Salesforce 上の顧 客 情 報にも反 映

開発プラットフォームである Salesforce

るカタチ” を作り上げるということ。この

し、いつでも参照できるようにしている。

App Cloud による支援ツールの構築を

プロジェクトにおいても早期完遂を念頭

終えたダイハツ工業では、次なるステップ

に、1 年という時限を設定しました」と谷

即座に必要なアドバイスを行えます。こう

として、実際にディーラー各社を巻き込ん

本氏は説明する。

した緊密なコミュニケーションの仕組み

「Chatter への書き込みを見た上司は、

だ検証のための組織（以下トライアル組

トライアル組織の具体的な活動として

により、活動に関する 4 つのテーマのう

織）を 2015 年 4 月に設置。プレ活動で得

は、毎朝、営業担当者がそれぞれの現場

ち、営業の確度向上に寄与する成功／失

られた知見と構築した支援ツールを実際

から Web ミーティングに参加。前日の各

敗体験の共有、およびマネジメントによる

の現場での活動を通じて検証し、ブラッ

人の成果や進捗、当日の活動予定などを

現場担当者の適切なサポートという2 つ

シュアップしていくことにした。

報告する。そのほか週 1 回、各担当者が

の要請に応えているわけです」と谷本氏

実際に顔を合わせて行う情報共有ミー

は語る。

具体 的には、地 域を南関東に絞って、
福祉・介護業界のデイサービスや訪問介

ティングも実施した。

あわせて同社では、こうした Chatter

護、特別養護老人ホームなどの各業態の

また、各営業担当者が営業活動に臨ん

での報告を、従来の営業報告書類の提出

法 人 顧 客 を ター ゲットに、メーカ ーと

だ際 には、Salesforce の 社 内 SNS であ

に代替するものと位置付けている。この

ディーラーのスタッフによる混成組織「BR

る Chatter を活用して、顧客の業態や利

ため担当者は、日報などの作成のために

新規法人プロジェクト室」を立ち上げ、各

用者数、自動車の保有や活用状況、さら

営業活動後にいちいちオフィスに戻るこ

社の人材を所属はそのままに配備した。

に抱えている悩みといった情報を逐次、

とも不要。極力、直行直帰できる体制を

「このトライアル組織の目的に据えたの

各現場でスマートフォン上から音声入力

整え、営業活動そのものに費やせる時間

が、現実にお客様と接しながら、プレ活動

し、組織全体で情報をリアルタイムに共

の最大化を図っている。
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地図と連携した仕組みで担当者の“やる気”を支援
一方、このような Salesforce の活用に

的に把握できるわけです」と谷本氏。それ

を共有する営業担当者が横連携でつなが

関し、地図サービスとの連動による独自

が、すでに示したテーマの 1 つ、営業担当

り、現場のノウハウを互いに共有化してい

の工夫を凝らしていることも同社の大き

者のモチベーション喚起にもつながるわ

ける可能性を実証した。その成果を踏まえ

な特徴だ。具体的には、営業活動のター

けだ。

て、2016 年 8 月からは活動の全国への

ゲットとなる事業者の所在地を地図上に

また、地図サービス併用によるもう1 つ

本 格 展 開 に 着 手。現 在、6 つ の ディー

プロットしてスマートフォン上に表示。営

の工夫としては、ナビエンジンを活用し

ラー、30 名程度の営業担当者の参画によ

業活動によって得られた各顧客の情報を

て、営業担当者が各顧客を最適なルート

る取り組みが進んでいる。2016 年度中

リンクし、地図上から事業者を選択すれ

で訪問できるように支援。こうした移動の

に、適用範囲をさらに 20 ディーラー程度

ば、その顧客の情報を即座に参照できる

効率化が、先ほどの直行直帰の実現とあ

にまで広げていきたいとのことだ。

ようにした。

わせて、営業活動時間の最大化に貢献し

「さらに“訪問済み” “接触済み” “商談あ

ている。

「もちろん、今 回 作り上げた仕 組みは
ディーラーの法人営業に限らず、例えば

り” “受注あり”といった各顧客の現在のス

Salesforce の活用をベースとしたトラ

自動車の整備を担当する業販店など、さ

テータスが、地図上にプロットされた点の

イアル 組 織での活動を、2016 年 3 月ま

まざまな営業 活動にも有 効だと考えま

色でわかりやすく示されており、営業担当

で実施したダイハツ工業では、メーカーと

す。今後は、さらに幅広い領域への適用

者にしてみれば、自分たちの活動の進捗

ディーラー、そして各ディーラー間に立ち

可能性も探っていければと思います」と

や実績の拡大していく様を地図上で俯瞰

ふさがる縦割組織の壁を越え、同じ目的

谷本氏は語る。

より広範な営業活動を支援する社内標準ツールに
ダイハツ工業では、こうした法人営業の

における統制の観点から問題を解消する

ザバージョンへの対応など、同社に全面

支援という局面に加え、さらに 2 つの営

必要があった。またレポーティングについ

的に委ねることができることから、ディー

業 活動においても Salesforce を活用し

ては、データベースに格納された情報を手

ラーの業務支援・運用改善により多くの

ている。その 1 つが「見込み顧客管理」で

動で抽出し、Excel で加工編集するという

リソースを割り当てできるようになりまし

ある。Web を通じたカタログ請求、商談

対応を行っており、担当者の業務負荷が

た」と岡市氏は強調する。

予約、試乗予約、見積依頼の各申込情報

大きく、工数の削減が求められていた。

と連携しながら、ダイハツ車購入にかか

そこで 同 社では、Salesforce を 適 用

わる見 込 み 顧 客 情 報を収 集し、データ

して見込み顧客管理システムをリプレー

ベース化してディーラーへの送客を行うと

ス。まず内部統制への対応については、

いうのがその活動だ。

Salesforce を活 用した ID の 統 合 的 な

「そのための見込み顧客管理システムを

管理により、どのユーザーがいつログイ

オンプレミス環境で構築し、運用してきた

ンし、どのような操作を行ったのかといっ

のですが、内部統制への対応、およびレ

たことが確実にログとして採取できる環

ポーティング業務の効率化などの課題が

境 を実 現。レポーティングについても、

浮上してきており、システムの老朽化更新

Salesforce の機能を活用することで、手

を機に全面刷新を図ることにしました」と

軽な操作で必要な情報を柔軟に盛り込ん

ダイハツ工業の岡市良太氏は説明する。

だレポートをリアルタイムに作成できるよ

具体的には、まず内部統制への対応に

うになった。

ついて、以前のシステムではログインした

「そのほか、クラウドサービスとして提

ユーザーの作業内容のすべてを把握する

供されている Salesforce なら、インフラ

ことが困難な状況であったため、IT 全般

の維持、セキュリティ対策、最新のブラウ
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D ブランドオフィス 営業 IT 推 進 室 営業基盤 G
（担当）岡市良太氏。
「今後はわれわれがお客様に
アプローチし、ディーラーへの来店を促すという
部分での IT のさらなる活用も目指していきたい
と考えています。Salesforce にはそうした領域
での支援にも大いに期待しています」
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Salesforce の活用で 1/7 の省力化に成功
また、同社が Salesforce を採用してい

み顧客管理システムにおいて導入してい

していくうえでは、Salesforce の存在が

るもう1つの業 務が「お客 様 紹 介 制 度」

た Salesforce をベースに新システムを構

もはや不可欠。Salesforce には、今後も

だ。お客様紹介制度とは、新車購入を考え

築。お客様紹介制度の業務がペーパーレ

われわれの取り組みを IT 活用、ツールの

ているお客様を部品メーカーなどの取引

ス化され、3 者間の円滑な業務連携を実

側面からしっかりと支援してくれることを

先からダイハツ工 業が 紹介してもらい、

現している。
「取引先様から当社、そして

期待しています」と谷本氏は語る。

同社が当のお客 様のエリアを受け持つ

ディーラーの間で紹介案件の発生や商談

ディーラーに送客し、商談につなげるとい

の進捗などの情報がリアルタイムに共有

うものだ。成約のあかつきには、紹介者で

化され、書類の作成や郵送に関わる手間

ある取引先に紹介謝礼が支払われること

が大幅に削減できました。もちろん記入や

になる。

送付に関するミスも確実に防止できるよ

従来同社では、こうしたお客様紹介制

うになりました」と語るのはダイハツ工業

度にかかわる業務プロセスを、5 枚 綴り

の斉藤久美氏だ。事実、ダイハツ工業で

の複写紙を取引先、ダイハツ工業、ディー

は、これまで 7 名の専任担当者によってこ

ラーの 3 者間で 1 枚 1 枚はがしながらや

なしていた同業務を、現在ではたった 1 名

り取りし、必要情報を連携するかたちで

でこなせるようになったという。

運用していた。しかし、そうしたアナログ

こ の よ う に ダ イ ハ ツ 工 業 で は、

な対応では、書類の記入や送付にミス、

Salesforce を自社の営業 活動のさまざ

漏れの発生が避けられず、かねてよりシス

まな局面に活用し、多大な成果を享受し

テム化が求められていた。

ているところだ。
「当社がさらなる営業体

そこで、同社では、すでに触れた見込

制の拡充を進め、ビジネスの成長を目指

Dブランドオフィス 総括室 国内総括グループ 斉藤
久美氏。
「Salesforce によるペーパーレス化は、
業務効率化だけでなく、紙を扱わないことによる
セキュリティの高度化、書類保管場所の省スペース
化、紙コストの削減など、多岐にわたるメリット
に直結しています」

“変革の要諦は「何を実現したいか」を明確にし、逡巡することなく、
一気呵成に取り組みを推進することだと考えています。そうした意味で、
スモールスタートによりスピード感を持って支援環境を構築できる Salesforce の
活用こそが、われわれの変革のベースだと言えます”
― ダイハツ工業株式会社

法人事業部長

株式会社セールスフォース・ドットコム
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www.salesforce.com/jp
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