タイガーモブ株式会社
業
種：ビジネス・人事サービス
業種詳細：海外インターンシップの紹介
コミュニティサイトの運営
海外研修の企画・実施
企業向け社員研修の企画・実施
集客支援
グローバル人材採用支援
従業員数：4 名（2018 年 11 月現在）
およびインターン数名
導入クラウド

Sales Cloud、Pardot、Salesforce Inbox
活用用途
顧客情報管理、商談管理、売上予測、営業
事務の効率化、リードナーチャリング

社員数 4 名のスタートアップ企業が
立ち上げから2 年で大躍進
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課題・背景

解決策

導入効果

Web からの問い合わせは伸びる

Sales Cloud と Pardot の連携
で 30 日以上動きがない未稼働

未稼働案件の掘り起こしができ、
リードの案件化が向上、リアル
タイムでのアプローチが可能に
なった

も、人手が足りず機会ロスが多い

Excel ベースの顧客管理では蓄積

したデータの共有にタイムラグ
が生じ、アプローチまでに時間が
かかる
コミュニケーションツールがス
タッフによってバラバラで情報
の共有漏れが起きる

案件の掘り起こしと顧客のフォ
ローを図る
顧客とのコミュニケーションを
自動化。データの蓄積によるリー
ドナーチャリング、成約客への
アップセルとクロスセルへとつ
なげる
コミュニケーションツールInbox
で全ての顧客とのやりとりを見
える化。担当者によるサービス
のバラつきをなくす

2倍
商談数前年比

導入クラウド

全スタッフが「目標値」や「達成
度合い」をリアルタイムに共有
できるようになり人材育成にも
つながった
商談数が前年比約 2 倍にアップ
し、案件化率も前年比 23 ％アッ
プ。成約率が前年比 40 ％アップ、
商談日数が平均 14 日から 10 日
に短縮などの成果が得られた

40%

アップ
成約率前年比

Sales Cloud
Pardot
Salesforce Inbox

“ 前職で Salesforce を使っていたので、これなしに起業
することは考えられませんでした。ビジネスツールとい
うよりも、事業に欠かせないパートナーの位置付けです。
スタートアップで予算がない中でも、導入は必要不可欠
でした”
菊地 恵理子氏
代表取締役 社長

6 割近くの案件が未稼働
社員 2 人、学生インターン2 人の創業期

ニッチな業界だけに、見込み客をリア
ルタイムにキャッチアップすることが重
要。主な集客手段は Web サイトだが、

代表の菊地恵理子氏は、新卒で入社し

Web からの問い合わせは伸びるも全く

た人材採用支援会社で、1 年目は採用コ

人手が足りず、未稼働案件が 6 割と機会

ンサルタントとして営業を担当。2 年目

ロスが多かった。

様のフォローや案件推進に充てるかが課
題であった。

顧客管理の自動化により、お客様に
とってもストレスフリーな環境へ
創業当初、代表の菊地氏自ら、何度も

には海外インターン事業を立ち上げ、約

課題解決のためには Sales Cloud を活

セールスフォース・ドットコムの担当者と

600 人を海外に送り出した。より実践的

用して、いかに業務を効率化、圧縮化する

遠隔でやりとりしながら、年末年始返上

なビジネスインターンシップを通じて、

かが急務となっていた。
「前職で Sales

で必要な機能を組み立てていった。そし

時代を牽引するリーダーを輩出したいと

Cloud を使っていたので、今の会社でも

て、2016 年には Sales Cloud を本格的

いう想いから、2016 年に独立。タイガー

立ち上げ当初から Sales Cloud の導入

に 稼 働 させ、2 0 1 7 年 には P a r d o t と

モブ株式会社を立ち上げた。

は決めていました。前職で海外事業を立

Salesforce Inbox を導入した。これに

急成長するアジア新興国を中心に、アフ

ち上げる時、最初は Excel やスプレッド

より海外インターンシップに申し込んだ

リカ、南米、中東等、世界 35 カ国 270 件

シートで管理していたのですが、作業が

顧客の対応をしたかどうかの顧客管理や、

の多種多様なインターンシップを提供し、

全然間に合わないうえに、人為的なミス

企業と学生の情報の紐づけなどが容易に

海外へ送り出したインターン生の数はこ

も多かったのです。ミスは、海外渡航中

なった。

れまでに 1600 人を超える。対象は中学

のインターン生を命の危険にさらすこと

導入後すぐに効果を実感したことの 1

３年生から社会人まで幅広く、最近は法

にもつながりかねません。SalesCloud

つに、工数の削減がある。Excel だと顧

人向けに若手人材育成、役員合宿など、学

で顧客管理を自動化するメリットを十分

客管理が煩雑な上、ダブルチェック、ト

びある旅をテーマに領域を広げている。

に理解していたので、会社の立ち上げと

リプルチェックが必要になる。タイムラ

同時に、導入前提でセールスフォース・

グのせいでアプローチのタイミングが遅

ドットコムの担当者に相談しました」と

れて機会ロスにつながるケースも多いが、

菊地氏は語る。いかに単純作業を自動化

SalesCloud を導入すれば瞬時に顧客

して仕組みにするか、空いた時間をお客

の情報を共有化できるようになる。必要
なタイミングで素早くアプローチできる
ので、機会ロスを減らすことができた。
２つ目は情報の共有漏れがなくなったこ
と。海 外 出 張 も 多 いメンバーだが、オ
フィスにいなくても、誰がいつどこから

見ても、同じ情報が共有できるように

Pardot で実現する、

きい。今後、Web 上で何らかのアクショ

なった。３つ目はデータの蓄積化ができ

見込み客の取り込みと、

ンをとってくれた顧客すべてを Pardot で

るようになったこと。現在同社が手がけ

成約客へのアップセル、クロスセル

フォローして行く予定だという。
実装途中の部分もあるが、今後は海外

るのは、国内から海外へインターン生を
「Pardot マーケティングオートメー

インターンシップから帰国した学生向け

ターン採用、新卒採用、中途採用などの

ションの活用法は大きく分けて 2 つあり

に、採用情報やインターンシップの新着

事業へも注力していく。

ます。1 つは、まだ案件に至っていないお

情報なども Engagement Studio を活

そこで期待をかけているのが、同社が

客様向けのもの。もう 1 つは案件になっ

用して自動的に発信していきたいと考え

運営する海外インターンシップ生限定の

ているものの、成約に至らず未稼働のも

ている。コンテンツに関しては自分たち

コミュニティだ。過去にインターンシップ

の。
」そう語るのはインサイドセールスを

で制作する他に、海外インターン生限定

に参加したメンバーなど 800 人以上が所

担当する半田藍子氏だ。

送る事業がメインだが、今後は国内イン

の SNS コミュニティやブログから自発的

属する参加者限定のコミュニティで、ユー

前者の事例では、例えばオフラインイ

ザー同士の活発な情報交換が行われてい

ベントに参加した顧客に、Pardot 上に設

る。顧客を海外に送り出したらそこで終

置したアンケートフォームから感想など

了ではなく、コミュニティを通じで帰国

を投稿してもらうことで、会員登録無し

後のインターン生の就職、転職などの動

に、cookie の情報を利用してその後の

きをサポートすることができる。ここか

Web 上の行動履歴が追えるようになっ

これまでは、担当者それぞれが対応し

ら得た顧客情報を Sales Cloud に蓄積

た。これまではオンライン経由で来た顧

たメールに関しては共有化が難しかった

していくことで、適切なタイミングで就

客の行動しか見られなかったが、オンライ

が、Salesforce Inbox を Gmail に接続

職支援を行うことができると考えている。

ンとオフラインの垣根をなくせたのは大

することで、顧客の情報を全て１ヶ所に

に情報を発信する人も増えてきており、
コンテンツとして活用していきたい。

全てのスタッフが同じレベルの
サービスを提供することを目指す

Pardotで実現する海外インターンシップ紹介における新規受注＆アップセル・クロスセル施策
成約前の新規受注施策
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エントリー
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Sales Cloud
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Salesforce Inbox

新着情報・採用情報・コミュニティご案内

成約後のアップセル／
クロスセル施策

その他の
海外インターン

応募採用

Pardot
インターンシップ帰国者

新着情報・採用情報・コミュニティご案内

コミュニティによる
ファンづくり

集約することが可能になった。同社が目

客様にとってもストレスフリーな関係を

指すのは、誰が対応しても高いレベルで

構築できたのではないかと思います」
（半

サービスをお客様に提供することだ。

田氏）
。

「ログを残すことによって『言った、言

各人の業務量が減ったことにより、新

わない』のリスクヘッジにもつながりま

規事業へ注力することもできた。企業研

す。キャンセルは何日にしたはずだ、な

修事業や採用事業など新たな試みにチャ

どといったセンシティブな会話は、ログ

レンジできたのも、Salesforce 導入によ

が残っていないと問題になりかねません」

る効率化によるところが大きい。Sales

（半田氏）
。メールの履歴、スケジュール、

force のサービス導入後約１年間で、新

開 封 率 などが、すべて１つのダッシュ

規リード獲得数 4302 件、商談数 2 倍、

ボード上で閲覧できるので、わざわざメー

商談日数は平均 14 日かかっていたとこ

ラーを立ち上げて履歴を検索したり、別

「鉄は熱
ろを 10 日に短縮した。そして、

半田 藍子氏

のタブを開いたりする必要もない。テン

いうちに打て」という言葉の通り、顧客

インサイドセールス

プレート機能やワークフローでコミュニ

の熱量が高いうちにアプローチする余裕

ケーションの自動化が図れるため、別々

が出てきた。

“私はもともとタイガーモブのユー

の担当者から同じ確認メールが送信され
るようなヒューマンエラーも解消できた。

メールチェックの時間は 3 分の１に短縮、
新規リード獲得数は 4300 件超に
「Salesforce の導入までは、深夜まで
の残業が常態的になっていましたが、導
入後は『最近仕事が減っていない？』と
社内から心配の声が上がるほど、業務時
間を短縮できました」と半田氏は語る。

全スタッフで目標値や達成度合いを共
有化でき、誰が成果を上げていて誰が上
げていないのかもリアルタイムで一目瞭
然になるため、人材育成ツールとしても
一役買っている。

ザーでした。シンガポールでのイ
ンターン経験があるので、ユーザー
目線で学生の方が海外インターン
に行かれる際の大変さや不安な気
持ちが理解できます。Salesforce
は、渡航に必要となる煩雑な手続

個人でブラックボックス化している情報

きやコミュニケーションをスムー

も全て Sales Cloud で共有したい

ズにできるので、お客様にとって

現在は日本から海外の支援だけだが、
今後は海外から日本、海外から海外の支

「私の仕事は、Web から問い合わせをし

援も視野に入れているという。
「情報はい

てきた学生をカウンセラーにつなぐまで

ろいろなところに点在してしまいがちで

の工程や、海外インターンシップが決まっ

す。データの活用と蓄積で、適切なタイ

てからの具体的な渡航手続きなどです。

ミングで適切な情報を全部 Sales Cloud

入社当初は、１件分の書類を確認するに

に一括で集約できるようにしたいですね。

も手作業で大変でした。
『何枚目と何枚目

会社として提供できることを最大化する

が抜けているのでよろしくお願いします』

ためにも、データの蓄積と効率的な活用

など、お客様といちいちメールでやりと

をしていきたいです」
（ 菊地氏）
。

りするために、とても時間がかかってい

個人の頭の中にだけ存在している情報

ました。しかし Sales Cloud や Pardot

を全て Sales Cloud で共有・蓄積するこ

を導入してお客様とのコミュニケーショ

とで、海外インターンシップに留まらず、

ンをほぼ自動化できたことで、以前は 3

その後のチャレンジをシームレスに応援

時間かかっていたメールチェックの時間

する教育機関を目指していきたいという。

を 1 時間に短縮することができました。

Salesforce は、個々の力だけでは成しえ

お客様に対するリマインドの回数もぐん

ないレバレッジ効果を、今後もチームに

と減りましたし、私たちだけではなく、お

もたらしていくだろう。

もストレスフリーな環境を実現で
きるところが魅力です”
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