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Salesforce User's Voice

　株式会社グリーゼ（東京都世田谷区）は、
オンラインショップの売上向上やITを活用し
た経営革新に関するセミナーなどを実施す
る「セミナー・教育事業」、およびWebコン
テンツやメールマガジン等の企画・設計・制
作などを請け負う「コミュニケーション＆ラ
イティング事業」をビジネスの2本柱とする
企業だ。
　もともと同社のビジネスは、フリーのシス

テムエンジニア出身で、00年に代表取締役
に就任した江島民子氏が、EC事業者向け
セミナーの講師を勤めるところからスタート
した。しかしその後、Webコンテンツなど
の企画・制作を外部委託する企業の需要が
急速に拡大。それを受けて同社は、Webラ
イティングの専門家である取締役の福田多
美子氏を中心に、04年から「コミュニケー
ション＆ライティング事業」の展開を開始す

る。今やそれが、全国に約220名の契約ラ
イターを抱える第二の主軸事業へと成長を
遂げたわけだ。
　会社創設から10年あまり、ビジネスは順

“優良な見込み客” の抽出で営業活動を劇的に効率化、前年比売上約40％増！
経営者の “業務拡大への第一歩” を

マーケティングオートメーションツールPardotが強力サポート

●見積書の作成に時間がかかることで、競合他社に遅れを取ったり、
見積書を出しそびれたりして、ロストしてしまう案件が多かった
●営業のリソース不足により、結局 “なかったこと” にしてしまう案
件が多く、結果としてリード拡大に消極的になっていた
●リードの良し悪しを判別できず、セミナーの案内やメールマガジン
を無差別に送信していたため、受注率が低かった

●営業担当者の定期的なフォローと見積書作成の速度・適時性の向上
により、放置案件が激減して受注率が大幅アップ、前年比売上約
40％増
●見込み客の行動履歴等にもとづく効率的な営業が可能になり、より多
くのリードを獲得して売上を拡大する戦略を打ち出せるようになった
●確度の高い見込み客を抽出して的確なメールを送信可能になり、
見積り依頼が急増するなど、受注率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

株式会社グリーゼ 業種 IT・サービス
業種詳細 EC事業者向けセミナーの実施、Webコンテンツ等の企画・設計・制作
導入製品 Sales Cloud、Pardot
従業員数 3名
活用用途 マーケティング支援、営業支援・顧客管理、帳票自動化、モバイル活用

「自分たちの力を試してみたい……」

調だった。しかし、仕事と家事を両立させ
てきた江島氏は、育児が一段目しつつあっ
た2013年頃から、ある思いを強く抱くよう
になったという。それまで、家庭のことを考
えて半ば無意識のうちに踏むのを躊躇して
いた “仕事のアクセル”。今、それを目一杯
踏み込んだら、どこまで会社を成長させるこ
とができるのだろう？　自分たちの力を試し
てみたい、という経営者本来の欲求に駆ら

れるようになったのだ。
　折しも同社は、経営面においても大きな
課題に直面していた。それまで社内にいな
かった営業専任者として、2014年にマーケ
ティングコンサルタントの小野哲也氏を迎え
入れたものの、営業管理システムを導入し
ておらず、売上拡大の目標数値をなかなか
達成できずにいたのだ。
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　株式会社グリーゼ（東京都世田谷区）は、
オンラインショップの売上向上やITを活用し
た経営革新に関するセミナーなどを実施す
る「セミナー・教育事業」、およびWebコン
テンツやメールマガジン等の企画・設計・制
作などを請け負う「コミュニケーション＆ラ
イティング事業」をビジネスの2本柱とする
企業だ。
　もともと同社のビジネスは、フリーのシス

テムエンジニア出身で、00年に代表取締役
に就任した江島民子氏が、EC事業者向け
セミナーの講師を勤めるところからスタート
した。しかしその後、Webコンテンツなど
の企画・制作を外部委託する企業の需要が
急速に拡大。それを受けて同社は、Webラ
イティングの専門家である取締役の福田多
美子氏を中心に、04年から「コミュニケー
ション＆ライティング事業」の展開を開始す

る。今やそれが、全国に約220名の契約ラ
イターを抱える第二の主軸事業へと成長を
遂げたわけだ。
　会社創設から10年あまり、ビジネスは順

代表取締役の江島民子氏。「当初は不安もあ
りましたが、期待以上の成果があり、今は
もっと使いたくてワクワクしています」

取締役の福田多美子氏。「商談から戻って見
積書を作る間もなくまた次の営業へ、という
日常をSalesforceが変えてくれました」

　そんな中、目に留まったのがSalesforceだっ
た。当初は名刺管理ツールも候補に挙がった
が、営業管理を目的とするならSalesforceの
ほうが使いやすそうだと感じたという。
「とにかくインターフェースに無駄がなく、利
用経験のない者でも直感的に使えそうな点
や、各案件を確度によって序列づけするな
どのカスタマイズが簡単にできそうな点が魅
力的でした」（小野氏）
　2014年3月、小野氏の強い要望を受け、
営業支援（SFA）ツールとしてSales Cloud

の導入が決定される。それまで小野氏は、
システム管理の経験がなかったそうだが、
所要時間わずか1か月、しかもほぼ独力で
見積り業務をSalesforceで行える状態まで
こぎつけることができた。その際、セールス
フォース・ドットコムの電話によるサポート
が非常に有用だったという。
　そして、Sales Cloudの稼働から約1か月
後。同社の業務は大きな変化を遂げてい
た。そのひとつが見積り業務だ。導入以前
は、商談で顧客から見積りの要望があって
も、見積書の作成に時間がかかって競合他
社に遅れを取ったり、出しそびれたりして、
結局ロストしてしまう案件が多く、大きな経
営課題になっていた。
「Salesforceによって、そういう宙に浮いて

いる案件を小野が常時チェックし、定期的
にフォローしてくれるようになっただけでな
く、わざわざ帰社しなくても、営業先回りの
すき間時間などに見積書を作れるようにな
りました。それによって、見積り業務のス
ピードと適時性が飛躍的に向上し、受注率
が大幅に上がったのです。
　加えて、『見積りを出さなくては』という
プレッシャーから解放され、本業に専念で
きるようになったことも大きな効果でした」
（福田氏）
　また、Web-to-リード機能を利用すること
で、従来より効果的な営業活動が可能に
なったのも見逃せない変化だ。セミナーへ
の申し込みのために自社のWebサイトを訪
れた見込み客（リード）の情報は、自動的
にSales Cloudに蓄積されてリスト化され
る。それをセミナーごとに管理し、それぞ
れに適した施策を展開することによって、効
率的に商談につなげられるようになったの
だ。
　そうした業務改善の結果、近年ほぼ横ば
いだった売上は、いきなり前年比で約40％
も増加。導入当初は本当に効果が上がるの
か不安もあったという江島氏だが、その期
待を大きく上回る成果だった。

見積り業務の改善等で前年比売上40％増

調だった。しかし、仕事と家事を両立させ
てきた江島氏は、育児が一段目しつつあっ
た2013年頃から、ある思いを強く抱くよう
になったという。それまで、家庭のことを考
えて半ば無意識のうちに踏むのを躊躇して
いた “仕事のアクセル”。今、それを目一杯
踏み込んだら、どこまで会社を成長させるこ
とができるのだろう？　自分たちの力を試し
てみたい、という経営者本来の欲求に駆ら

れるようになったのだ。
　折しも同社は、経営面においても大きな
課題に直面していた。それまで社内にいな
かった営業専任者として、2014年にマーケ
ティングコンサルタントの小野哲也氏を迎え
入れたものの、営業管理システムを導入し
ておらず、売上拡大の目標数値をなかなか
達成できずにいたのだ。

マーケティングコンサルタントの小野哲也
氏。「Pardotはリードの絞り込み作業だけで
も営業担当者2～ 3人分ぐらいの働きをして
くれます」
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　ただ、江島氏はそれだけで満足したわけ
ではなかった。同社の強みのひとつは、江
島氏と福田氏の知見を活かしたセミナーの
集客力にある。“アクセル” をより深く踏み
込み、さらなる売上の向上を目指すなら、
無料セミナーの開催数を増やすなどして、
見込み客の獲得に力を注ぐのが近道だ。
　しかし、いくら見込み客の数が増えても、
そのすべてに対して営業をかけるわけにはい
かない。ましてや同社の場合、営業専任者
は小野氏1人しかおらず、時間的な余裕と
打てる手は限られている。かといって、「少
数精鋭で高利益」を経営方針に掲げる江
島氏としては、これ以上社員数を増やすこ
とはできない。そして、そうした状況は、
江島氏が “アクセル” を踏むのをためらう一
因にもなっていた。
　それならば、マーケティングオートメー

ション（MA）ツールを導入して、ツールに
任せられる部分はなるべく自動化し、社員
一人ひとりの負担を軽減して業務を効率化
するしかない。それが江島氏の導き出した
結論だった。
「リードの中から受注確度の高い方を見極め
てしっかりとアプローチする。あるいは、
リードを育成することによって受注確度を上
げる。MAを取り入れれば、そうしたことを
営業担当の小野自身が動かなくてもできる
ようになるのではないか、という期待があり
ました」（江島氏）
　B to B向けに特化したMAツールなら、セー
ルスフォース・ドットコムのPardotがある。し
かもこれなら、SFAとして導入済みのSales 

Cloudとも連携している。同社はPardotの導
入を決断した。Sales Cloudを使い始めてか
ら8か月後のことだ。

“少数精鋭で高利益” 実現のためにPardot導入

　Pardot導入後、小野氏が最初に取り組ん
だのは、“優良なリード” を見分ける方法の
確立だ。まず、Webサイト訪問者やメール
マガジン購読者、セミナー参加者などの見
込み客に対し、Pardotを使ってそれぞれの
行動履歴や属性に応じてスコアをつけてい
く。そして、一定のスコアに達した見込み客
に関しては、その情報が営業担当者たる小
野氏のもとへアラートメールとして自動送信
され、かつSales Cloudの個人データ上に
“電話フォロー” というToDoリストとして追
加されるように設定する。つまり小野氏は、
過去にどういう行動を取ったどんな属性の見
込み客なのかといった情報を、その他の顧
客情報などと合わせてSales Cloudの管理画

面でまとめて把握した上で、有望な見込み
客だけを相手に、迅速かつ的確な営業活動
を行うことができるわけだ。
「確度の低いお客様に営業の電話をかけたり
することは、時間と手間の浪費であり、営
業担当者のストレスになるだけでなく、お客
様にもご迷惑をおかけすることになる。それ
にそもそも、見込みのお客様のすべてにアプ
ローチするのは、営業のリソースが限られて
いる弊社には不可能なことです。
　Pardotは、そうした状況を見事に打破し
てくれました。見込みのお客様の行動履歴
や属性などの情報にもとづいて、売上につな
がる有望なお客様を簡単に、かつ的確に絞
り込めるようになり、より効率的、効果的な

営業活動が可能になったのです。加えて、
確度の低い方に営業をかけるストレスがなく
なったのも嬉しいですね」（小野氏）
　また、もともとコンテンツ制作は同社の
もっとも得意とするところだが、Pardotを使
えば、見込み客育成のためのランディング

ページやメールマガジン、ホワイトペーパー、
ステップメールなどを簡単かつスピーディに
作成できる。そして、それらを通じて見込み
客の行動履歴や属性を分析することによっ
て、次に取るべき有効な施策を打ち出すこと
ができるのだ。

Pardotのリード分析で “営業の無駄な時間と手間” を大幅カット！
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　Pardotのテスト稼働を開始してからわず
か2か月の段階で、同社はすでに目覚ましい
成果を上げつつあった。
「従来、セミナーの案内メールは見込み客リ
スト全員に向けて手当たり次第送信してい
たのですが、Pardotで確度の高そうな方を
抽出して10社限定のセミナーの案内メール
を差し上げたところ、うち3社から見積りの
ご依頼をいただくことができたのです。それ
までは10社中0～1社しか見積りのご依頼
をいただけないセミナーだったことを考える
と、驚くべき好成績です。
　メールマガジンに関しても、見込み客リス
トを分析して確度の高そうな方に送信する
と、開封率が非常に高く、セミナー後の動
きも全然違う。これも、Pardotを導入して
すぐに成果が出た部分ですね」（江島氏）
　江島氏は、当面の展開として、既存顧客
の離反防止にSales CloudとPardotを活用
する方法を検討中だ。加えて、Pardot の能

力をいっそう引き出すため、近日中にWeb

サイトそのものをPardotに合わせたものにリ
ニューアルする計画を進めているという。江
島氏はいう。
「取引先の多い大企業にとってはもちろん、
弊社のように、社員数を増やさずに増益を
図りたいBtoBの企業にとってもぴったりのシ
ステム。まるで営業専任者が2～3人増え
たような感じです。
　私にとってSales CloudとPardotは、い
わば “憂鬱なルーチンワーク” を代わりに
やってくれて、人間がクリエイティブな仕事
に力を注ぐ時間を作ってくれるシステムで
す。とにかく今は、Sales CloudとPardotを
もっと使いたくてワクワクしていますね」（江
島氏）
　“自分たちの力を試してみたい” という夢
に向かって邁進する江島氏。Sales Cloud

とPardotは、そんな志ある人たちを陰にな
り日向になりサポートするシステムなのだ。

高確度な見込み客抽出で受注率が飛躍的にアップ！

　Pardot導入後、小野氏が最初に取り組ん
だのは、“優良なリード” を見分ける方法の
確立だ。まず、Webサイト訪問者やメール
マガジン購読者、セミナー参加者などの見
込み客に対し、Pardotを使ってそれぞれの
行動履歴や属性に応じてスコアをつけてい
く。そして、一定のスコアに達した見込み客
に関しては、その情報が営業担当者たる小
野氏のもとへアラートメールとして自動送信
され、かつSales Cloudの個人データ上に
“電話フォロー” というToDoリストとして追
加されるように設定する。つまり小野氏は、
過去にどういう行動を取ったどんな属性の見
込み客なのかといった情報を、その他の顧
客情報などと合わせてSales Cloudの管理画

面でまとめて把握した上で、有望な見込み
客だけを相手に、迅速かつ的確な営業活動
を行うことができるわけだ。
「確度の低いお客様に営業の電話をかけたり
することは、時間と手間の浪費であり、営
業担当者のストレスになるだけでなく、お客
様にもご迷惑をおかけすることになる。それ
にそもそも、見込みのお客様のすべてにアプ
ローチするのは、営業のリソースが限られて
いる弊社には不可能なことです。
　Pardotは、そうした状況を見事に打破し
てくれました。見込みのお客様の行動履歴
や属性などの情報にもとづいて、売上につな
がる有望なお客様を簡単に、かつ的確に絞
り込めるようになり、より効率的、効果的な

営業活動が可能になったのです。加えて、
確度の低い方に営業をかけるストレスがなく
なったのも嬉しいですね」（小野氏）
　また、もともとコンテンツ制作は同社の
もっとも得意とするところだが、Pardotを使
えば、見込み客育成のためのランディング

ページやメールマガジン、ホワイトペーパー、
ステップメールなどを簡単かつスピーディに
作成できる。そして、それらを通じて見込み
客の行動履歴や属性を分析することによっ
て、次に取るべき有効な施策を打ち出すこと
ができるのだ。
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