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ビジネスの競争力を強化
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より、官公庁や医療、製造、
流通、農業をはじめとする
あらゆる分野に対し、高度な
価値を提供している。

営業／マーケティングのプロセス連携で競争力を強化
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構 築 し て い る。 ま た、Salesforce と
Sansan Data Hubを連携したクレンジ
ングにより、リード情報を有意なかた
ちでデータ化する一方、Salesforce 上
に蓄積されるデータを Tableau で効果
的に可視化・分析できる仕組みも整え
ている。

IT・ソフトウェアサービス

Customer Success Story

SFAとMAの連携により
営業／マーケティングのプロセスを統合
リード案件化の確度を向上
チャレンジ

受注成約率が低く
営業活動の実態把握が
困難

マーケティング施策の
効果が頭打ち

解決策

SFA基盤の整備による
プロセス整備と情報の
可視化
マーケティング／
営業の間の
連携プロセスの確立

効果

フォローメール送信の
リードタイムが
4分の1に

案件化数、案件化額が
ともに2.5倍に増大

マーケティング活動に
かかわるKPIが
軒並み改善

右肩上がりの急速な成長の中
営業改革の推進が重要なテーマに

る化を図ることが不可欠だと考え、その実現を支え

側面で担う中核会社として、官公庁・自治体、およ

ションだったことに加え、当社では、Salesforceの

NECグループの社会ソリューション事業を ICTの

び民間の幅広い業種の企業に向け、SIサービス、ソ

フトウェア開発事業を展開するNEC ソリューショ
ンイノベータ。もともと NEC ソフトウェアグルー

プを形成していた7 社が統合されるかたちで2014

年4 月、現社名に変更。営業統括本部を新たに設置
するなど、体制面を含めて新たなスタートを切りま

るプラットフォームとしてSalesforce を選定し、

Sales Cloud を導入しました。
「Salesforce は実績

面から見ても、われわれのニーズに最適なソリュー
外販ビジネスの検討も進めていました。それに先

立って、
まずは自社がしっかり使いこなしたうえで、
お客様に提供していくことが肝要であろうという思
いもありました」と村樫氏は Salesforceの選定理由
を説明します。

営業統括本部では「部門推進リーダーオフ会」と

した。

よばれる Sales Cloudの活用を推進する組織を立ち

受注額 50 億が 2017 年には 200 億円を超え、事業

営業担当者の Salesforce の活用習熟度を高めるな

統合の効果は大きく、統合直後の営業統括本部の

規模は約4 倍に、人員数も約3 倍となりました。
「そ
うした成長の一方で、営業面では『受注成約率が低

い』
『営業情報の連携不足』
『活動実態の把握が困難』
といった課題が浮上。その解消に向けた営業改革の
推進が切実なテーマとなっていました」と村樫 建亮
氏は語ります。

具体的な改革アプローチについて同社では、商談

プロセスの整備を進めて営業情報を一元化し、見え

上げる一方、Trailhead の社内コンテストを催して

ど、各種施策の展開により Sales Cloud活用の定着
化を図っていきました。

マーケティング施策の効果最大化を
営業とのプロセス分断が阻む

そうした営業改革を目指す流れの中で、同社では

これまで各事業部門に分散配備されていたマーケ

ティング機能を統合するかたちで、2018 年4 月に

マーケティング推進本部を設置。Pardot の導入に
よるマーケティングオートメーション（MA）の活用

へと舵を切りました。Pardot の活用効果はてきめ
んで、ターゲットメールの送信数は従来比で 30 倍
以上に増え、それに要する工数も 100 分の 1 程度
にまで圧縮できたとのことです。

「しかしそうした効果も、程なく頭打ちになって

しまいました。検討を重ねたところ、原因はマーケ
ティング施策が営業プロセスと分断された状態に

NECソリューション
イノベータ株式会社
営業統括本部
営業企画グループ
シニアマネージャー

村樫 建亮 氏

営業統括本部 営業企画グルー
プにあって、営業プロセスの整
備や営業情報の一元化、見え
る化を核とする営業改革の推進
を牽引している。

なっていることだとわかりました」と語るのは飯島

メールを送信できる体制を整えました。

リードは、マーケティング担当者が、ホットリード

ル内のURLをクリックしてくれたお客様をインサイ

Excelのファイルで営業部門に供給していました。

じて営業担当者に引き次ぐといったプロセスが円滑

圭一氏です。当時、マーケティング部隊で獲得した

であるかどうかを判断し、該当するものを抽出して
「こうしたやり方では、MA が活用されているとは

到底いえず、マーケティングが活用するPardot と
営業が活用する Sales Cloudを連携して、シームレ

「これによりメール開封率が飛躍的に向上。メー

ドセールスが速やかにフォローして、その反応に応
に実践できるようになり、結果、多くの案件創出に
つながりました」と瀬崎 大輔氏は紹介します。

リードのデータ化を進めていくうえで大きな威力

スなプロセスを再構築することこそが不可欠だと考

を発揮しているのが Sansan Data Hub です。獲得

こうした方針に基づいて、例えばPardot のスコ

部署、役職によるカテゴライズなどの処理を施して

えました」と飯島氏は言います。

アリング情報の Sales Cloud 側への反映などを含

め、両システムを介してマーケティング／営業のプ
ロセスが連動する仕組みを実現。個別テーマに沿っ

たテストマーケティングを実践し、スモールサクセ
スを積み重ねることで、マーケティング／営業間の
プロセス連動を定着させていきました。

中でも画期的な成果がみられたのが、大規模な展

示会で獲得される膨大なリードにかかわるフォロー

したリード情報は、
最新の企業データとの紐付けや、
精緻な情報をデータ化する必要がありますが、その

ためのデータクレンジングの作業に従来、同社では
毎月 35 時間以上を費やしていました。そうした作

業負荷とは裏腹に、帝国データバンクコードの付与
率は 69％にとどまっており、また部署／役職カテ

ゴライズの入力率もそれぞれ 27％、23％に過ぎな
いという状態だったといいます。

そこで、同社ではSalesforce内のデータの自動ク

の取り組みです。従来営業部門では、リードをデー

レンジングが可能な Sansan Data Hub を構築。そ

していたところ、PardotとSales Cloudを連携する

間を約1/3に短縮し、かつ帝国データバンクコード

タ化してメール送信を開始するのに 1カ月以上を要

ことでリードを即座にデータ化し、翌日にはお礼

の活用により、毎月のデータクレンジング作業の時
の付与率を 93％に、部署／役職カテゴライズ入力
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マーケティングと営業の間を
またがるシームレスなプロセス
構築の取り組みをリードする、
マーケティング部門側のキー
パーソン。

具体的なマーケティング業務へ
のPardot 活用をリード。社内定
着化を支援するなど、現場の運
用を支える。

飯島 圭一 氏

瀬崎 大輔 氏

マーケティング x 営業の
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ターゲット選定

次工程を意識した統合プロセスにより、部門間の連携も容易に。
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マーケティングと営業それぞれの責任範囲を明確にし、それぞれの役割で最大限の成果を追求。
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率をそれぞれ 80％、90％という高いレベルに引き

チャリングを行って、営業に引き渡し、営業側で見

施策が柔軟に行えるようになりました。

の数と金額を重要な KPI としています。
「連携プロ

上げることができ、マーケティング上の各種分析や
また、マーケティング施策からの営業貢献をデー

タで分析のシーンでは、Tableauを活用しています。

TableauではSalesforceのマーケティングリード情

報などを標準のAPI経由でインポートして手軽に分
析を行えます。同社では、リードを獲得した企業の
年間売上や従業員数と、Pardot のスコアをかけ合

わせて、業種ごとの傾向を、バブルチャートなどを
使って可視化。マーケティング施策を、どういう業
種の、どういう規模の企業をターゲットに展開すべ
きかといった意思決定に役立てています。

案件化数／金額が2.5倍になるなど
マーケティング上のKPIが大幅改善

これらのアプローチにより、NEC ソリューショ

ンイノベータでは、マーケティングと営業の間をま
たがるシームレスなプロセスを確立。その実践によ
る成果も顕著なかたちで現れています。例えば同社
では、マーケティング起点でリードを獲得し、ナー

積もりが提出されたものを「案件化」と定義し、そ
セス確立以前の2018 年上期をベースに計測したと
き、2019 年度下期には案件化数、案件化額ともに

2.5 倍に。また100 万円の販促費を要して創出した
案件化金額（PPC）も 2 倍以上となっているほか、1

案件の創出に要する販促費（CPP）
、リード獲得に要
する費用（CPA）といった両 KPI もそれぞれ 20 ～

36％程度削減できています」と飯島氏はその成果の
ほどを紹介します。

2020 年度 300 億の売上を見込み、今後もさら

なる成長を目指す営業統括本部では、Salesforceの

ソリューションのなお一層の活用により、営業／
マーケティングの業務効率化や顧客接点の強化を目
指していくことになります。
「例えば、Einstein で

商談のリスク管理を行って、懸念のある案件に対す
るマネジメントを強化するといったことも、当社が
描くビジョンの1 つ。Salesforce の活用を深め、ビ
ジネスを変革していく」と村樫氏は語ります。

本カタログは2020 年12 月時点の情報です。
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