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Salesforce User's Voice

　静岡県三島市に本社を置く株式会社
Geolocation Technologyは、その社名が
示す通り、IPアドレスの位置情報を利用し
たWebマーケティング支援サービスの提供
をビジネスの主軸とするIT企業だ。社員数
は37名。代表取締役社長の山本敬介氏に
よって2000年に設立された。

　同社のサービスの中核に位置するのは、
IPアドレスに位置情報や企業情報を関連づけ
た自社開発のデータベース「SURFPOINT」。
これを利用した同社の看板サービス「どこ
どこJP」は、エリアターゲティングやWebア
クセス解析、不正アクセス対策といった幅
広い用途で、住宅・旅行・金融など約500

社に利用されており、年間リクエスト数は
約33億回にのぼる。

営業活動可視化、見込み客育成、マーケティング活動効率化により
2年間で売上2倍以上！

Sales Cloud ＆ Pardotが “距離の壁” を越えた企業活動を可能にする

●売上・顧客データを部門ごとに管理していたため、ビジネス全
体を把握できず、月次決算の集計にも時間がかかっていた
●120km離れた在京の見込み客に対して、手当たりしだい営業担
当者を派遣していたため、営業コストがかさみ、受注率も低
かった
●顧客へのメール配信に関連するセグメント分けやテンプレート
作成の作業が煩雑で非効率的だった

●営業担当者の行動が可視化され、より効率的・効果的な活動
が可能に。月次決算集計の所要時間が1/3になり、迅速な経
営判断が可能になった
●受注確度の見極めが可能になり、また見込み客育成プログラ
ムを導入したことなどにより、主要サービスの売上が2年間
で2倍以上に増加
●メール配信業務が効率化され、メールの開封率等がアップす
るなど、見込み客育成を目的とするメールマーケティングの
生産性が飛躍的に向上した

お客様インタビュー

導入背景 導入効果

株式会社
Geolocation Technology
（旧：サイバーエリアリサーチ株式会社）

業種 IT・サービス
業種詳細 IPアドレスを利用したWebマーケティング支援サービスの提供
導入製品 Sales Cloud、Service Cloud、Pardot、Heroku
従業員数 37名
活用用途 マーケティング支援、営業支援・顧客管理、問合せ・カスタマーサポート、帳票自動化、
 その他（プラットフォーム）

売上・顧客データがバラバラでビジネス全体を把握できず……

　同社は、2004年に「どこどこJP」の提
供を開始したのを皮切りに、新たなサービ
スを次々にリリース。そうした積極的なビジ
ネス展開が、今日に至る同社の成長の原動
力となった。
　ただ、その一方で、サービスの急速な拡
大は、いくつかの深刻な問題を引き起こす
要因にもなった、と山本氏はいう。
「サービスを立ち上げるたびに新たな部門を
設置し、売上・営業進捗・顧客などの管理
をそれぞれに任せていたため、データがバ

ラバラに存在し、Excelのフォーマットすら
統一されていなかったのです。当然、経営
者である私がビジネスの全体像を把握する
には、各部門のマネージャーを集めなけれ
ばならない。会計担当者が月次決算をまと
めるのにも時間がかかる。各部門の顧客リ
ストに同じお客様が重複して登録されてい
て、請求書をちゃんとお送りしたかどうかす
らよくわからない。そうしたさまざまな問題
を解決するには、データの一元管理が不可
欠だと考えるようになりました」（山本氏）
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　静岡県三島市に本社を置く株式会社
Geolocation Technologyは、その社名が
示す通り、IPアドレスの位置情報を利用し
たWebマーケティング支援サービスの提供
をビジネスの主軸とするIT企業だ。社員数
は37名。代表取締役社長の山本敬介氏に
よって2000年に設立された。

　同社のサービスの中核に位置するのは、
IPアドレスに位置情報や企業情報を関連づけ
た自社開発のデータベース「SURFPOINT」。
これを利用した同社の看板サービス「どこ
どこJP」は、エリアターゲティングやWebア
クセス解析、不正アクセス対策といった幅
広い用途で、住宅・旅行・金融など約500

社に利用されており、年間リクエスト数は
約33億回にのぼる。

代表取締役社長の山本敬介氏。「“距離の壁”
を越えた営業・マーケティング活動をしたい
経営者にとって、Salesforceは絶対に必要な
ものだと思っています」

Customer Relation Department部長の松村
賢三氏。「Salesforceは、人的リソースを割け
ない中小企業にこそ使ってもらいたいツール
だと実感しています」

　そこで山本氏は、2013年11月、Sales 

Cloudの導入を決意する。
「IT系のお客様との日頃のやり取りを通じ
て、Sales CloudがSFA・CRMの本命であ
ることはわかっていましたので、他の製品と
迷うことはありませんでした」（山本氏）
　Sales Cloudを全社で導入後、同社は売
上や顧客に関するデータのすべてをSales 

Cloudへ一気に入力し、情報を一元管理で
きる態勢を整える。そして、最初に取り組
んだのが営業活動の見直しだ。Customer 

Relation Department部長の松村賢三氏
はいう。
「それまで、われわれ管理側には、営業担
当者のうちの誰が、どのお客様に対して、
どんな行動を取っているかがほとんど見えま
せんでしたが、Sales Cloudによって、営業
担当者の動きが手に取るようにわかるよう
になったのです。営業担当者の行動履歴に

もとづいてToDoを設定したり、商談の進捗
状況を随時チェックしたりできるようにな
り、週1回1～ 1.5時間程度かかっていた営
業会議は完全に不要になりました。マネー
ジャーが営業担当者の行動履歴を見てアド
バイスすることなども徐々にできるように
なってきましたね」（松村氏）
　一方、経営側にとって悩みのタネだった
月次決算に関する課題も、Sales Cloud導
入によって即座に解消された。
「翌月15～ 20日頃までかかっていた月次決
算の集計作業が、翌月5日までに完了する
ようになりました。作業に要する時間が10

日間以上、従来の約3分の1にまで短縮され
たのです。弊社ぐらいの規模の会社にとっ
て、迅速に経営判断できることはひとつの
強みですから、この10日間の差は非常に大
きいですね」（山本氏）

営業会議が不要になり、
月次報告書作成の所要時間は3分の1に

　同社は、2004年に「どこどこJP」の提
供を開始したのを皮切りに、新たなサービ
スを次々にリリース。そうした積極的なビジ
ネス展開が、今日に至る同社の成長の原動
力となった。
　ただ、その一方で、サービスの急速な拡
大は、いくつかの深刻な問題を引き起こす
要因にもなった、と山本氏はいう。
「サービスを立ち上げるたびに新たな部門を
設置し、売上・営業進捗・顧客などの管理
をそれぞれに任せていたため、データがバ

ラバラに存在し、Excelのフォーマットすら
統一されていなかったのです。当然、経営
者である私がビジネスの全体像を把握する
には、各部門のマネージャーを集めなけれ
ばならない。会計担当者が月次決算をまと
めるのにも時間がかかる。各部門の顧客リ
ストに同じお客様が重複して登録されてい
て、請求書をちゃんとお送りしたかどうかす
らよくわからない。そうしたさまざまな問題
を解決するには、データの一元管理が不可
欠だと考えるようになりました」（山本氏）

マーケティングセクションの杉本久美子氏。
「弊社のようにいろいろなサービスを展開し、
それぞれお客様の層が異なる企業ほど、
Pardotの分析機能は有効に使えると思います」
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　Sales Cloudの導入により、当初の目標
を達成した同社は、次なるステップとして、
地方で活動する企業の宿命ともいえる課題
の克服に乗り出す。先述の通り、同社の本
社は三島市にあるが、顧客の大半は、そこ
から約120km離れた東京に集中している。
当然、営業担当者を見込み客のもとへ派遣
するコストは高く、しかも常に受注につなが
るわけではない。もし、事前に受注確度を
見極め、有望な見込み客だけに的を絞って
訪問できるようになれば、コストを大幅に
削減できるはず。その実現は山本氏の悲願
だった。
「さらにもうひとつ、弊社が提供しているの
はオンラインのサービスなのですから、そも
そも営業担当者を動かすことなく、お客様
の獲得から契約まで、オンラインで自動的
に完結させるような仕組みを導入したい、

という希望もありました」（山本氏）
　そこで同社は、BtoB向けマーケティング
オートメーション（MA）ツールの選定を開
始。複数の製品を比較検討した末、Pardot

の導入を決定する。
「独立系のMAベンダーの製品も検討しまし
たが、SFAとMAツールを別々のベンダーか
ら導入するより、導入済みのSales Cloudと
密接に連携しているPardotを採用して、両
者の能力を最大限発揮させるほうがいいと
考えたのです。
　加えて、米国で毎年開催されるセールス
フォース・ドットコムのイベント『Dreamforce』
に参加して、当地の中小企業の多くがPardot

を使って成果を上げていることを知り、感銘
を受けたことも選定の要因になりました」（山
本氏）

受注率アップを目指してマーケティングオートメーション（MA）ツールPardotを導入

　2014年12月、Pardotを導入した同社は、
MAによって利益を最大化する仕組みの構築
を精力的に進めていく。そのひとつがナー
チャリング（見込み客育成）プログラムの設
計だ。はじめに、問い合わせから契約に至
るオンライン上の見込み客の理想的な動き
を示すフロー図を作成。それをPardotと
Sales Cloudで実現可能な形に組み上げた。
実際にPardotの運用にあたっているマーケ
ティングセクションの杉本久美子氏はいう。
「『どこどこJP』のお問い合わせや資料ダウン
ロードの従来のフォームは、入力の必要な
項目数が多く、大きな離脱ポイントになって
いることがわかりました。そこで、Pardotで
簡単に生成できるフォームと差し替えたとこ
ろ、資料の月間ダウンロード数が2倍以上に

増加するなど、大きな成果につながりまし
た」（杉本氏）
　また、Pardotによってメールマガジン等の
配信業務も大幅に効率化。それまで利用し
ていたメール配信システムの場合、顧客のス
テータスに見合ったメールを配信するには、
人力で顧客のセグメントを分けてテンプレー
トを作成しなくてはならず、多大な労力を必
要とした。それに対してPardotは、セグメン
ト分けからテンプレートの作成までを簡単に
行うことができる。
「以前は、セグメントを分けてメールの内容を
考えるだけで精一杯で、配信後の結果の分
析にまで手が回らない状況でした。Pardotに
よって、メールの開封率やクリック率が上
がったことはもちろんですが、そもそもそうい

う分析を行える時間的余裕が生まれたことが
大きな成果だと感じています」（杉本氏）
　一方、Pardotを使って見込み客の行動履
歴や属性に応じてスコアをつけることにより、
受注確度を見極めた上での効率的な営業活
動も可能になりつつある。
「現在、一定のスコアに達した見込みのお客
様の情報が営業担当者に自動的にメール送
信され、かつSales Cloud上にToDoとして
設定される仕組みを検討中です」（松村氏）

Pardotで見込み客育成＆マーケティング活動効率化を実現！
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　Sales CloudとPardotによるそうした業務
改善の結果は、驚異的な数字として表れて
いる。「どこどこJP」の 売 上 は、Sales 

Cloud導入初年度で33％、さらにPardot導
入後の1年間で60％も増加。わずか2年間
で売上2倍以上という目覚ましい成果を上
げたのだ。
　それでも同社は、その歩みを止めること
なく、解約した顧客をフォローするツールと
してもPardotを活用し始めている。解約時
に顧客がWebサイト上で選択した解約理由
に合わせて、配信するメールや動画コンテ
ンツの内容をPardotを使って変えることで、
再契約を促そうという試みだ。
「結果が出るのはこれからですが、社内でそ

のようなアイデアが生まれ、しかも実現でき
るようになったこと自体が重要な変化だと思
います。以前の弊社にとって、営業活動と
いえば、お客様に積極的にアプローチする
ことだけで、“お客様を育てる” などという
発想そのものがありませんでしたから」（山
本氏）
　さらに、Pardotとほぼ同時期に、ユー
ザーサポート部門にService Cloudを導入
し、顧客からの問い合わせの管理を開始。
問い合わせ内容をナレッジとして蓄積するこ
とで、より的確かつ効率的な顧客サポート
が可能になった。さらに、Sales Cloudと連
携させてカスタムアプリケーションを開発・
運用するためのプラットフォームHerokuを

導入、IPアドレスデータベースを使った新た
なインターネット広告配信サービスを開発
中だという。
　最後に山本氏は、Salesforceに対する思
いをこう語る。
「私がSalesforceを使い始めた背景には、
地方企業だけれど東京で勝負したいという
思いがありました。地方の中小企業の経営
者は、コストの問題から、距離の離れた東
京の企業との取り引きを諦めてしまいがちで
すが、Salesforceは “距離の壁” を越えた
企業活動を可能にしてくれる。せっかくこう
いう優れたツールがあるのですから、特に
地方企業の経営者には、これを使って是非
チャレンジして欲しいですね」（山本氏）

2年間で売上2倍以上！「Salesforceは地方企業の必需ツール」

　2014年12月、Pardotを導入した同社は、
MAによって利益を最大化する仕組みの構築
を精力的に進めていく。そのひとつがナー
チャリング（見込み客育成）プログラムの設
計だ。はじめに、問い合わせから契約に至
るオンライン上の見込み客の理想的な動き
を示すフロー図を作成。それをPardotと
Sales Cloudで実現可能な形に組み上げた。
実際にPardotの運用にあたっているマーケ
ティングセクションの杉本久美子氏はいう。
「『どこどこJP』のお問い合わせや資料ダウン
ロードの従来のフォームは、入力の必要な
項目数が多く、大きな離脱ポイントになって
いることがわかりました。そこで、Pardotで
簡単に生成できるフォームと差し替えたとこ
ろ、資料の月間ダウンロード数が2倍以上に

増加するなど、大きな成果につながりまし
た」（杉本氏）
　また、Pardotによってメールマガジン等の
配信業務も大幅に効率化。それまで利用し
ていたメール配信システムの場合、顧客のス
テータスに見合ったメールを配信するには、
人力で顧客のセグメントを分けてテンプレー
トを作成しなくてはならず、多大な労力を必
要とした。それに対してPardotは、セグメン
ト分けからテンプレートの作成までを簡単に
行うことができる。
「以前は、セグメントを分けてメールの内容を
考えるだけで精一杯で、配信後の結果の分
析にまで手が回らない状況でした。Pardotに
よって、メールの開封率やクリック率が上
がったことはもちろんですが、そもそもそうい

う分析を行える時間的余裕が生まれたことが
大きな成果だと感じています」（杉本氏）
　一方、Pardotを使って見込み客の行動履
歴や属性に応じてスコアをつけることにより、
受注確度を見極めた上での効率的な営業活
動も可能になりつつある。
「現在、一定のスコアに達した見込みのお客
様の情報が営業担当者に自動的にメール送
信され、かつSales Cloud上にToDoとして
設定される仕組みを検討中です」（松村氏）
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