
なかった。当時のことを、同社取締役の鳥
居儀彰氏は次のように振り返る。
　「営業活動が透明化されておらず、営業
のやり方や指示も人それぞれ。社内でも
営業担当者の活動内容の把握のみなら
ず、案件管理もままならない状態でした。
また、不動産や建築に古くから携わって
いたベテラン社員は、『先輩の背中を見て
覚える』といったタイプが多く、新人の教
育も我流で行われていました。」
　こうした課題は人事にも大きな影響を

与えた。新人教育や育成を十分に行うこ
とができず、一時大幅に増員した若手社
員の多くが、実績を出せずに疲弊して離職
してしまったのだ。もはや営業活動の改革
の必要性は、喫緊に差し迫っていました。
　「どのお客様に、どんなコミュニケー
ションを取り、この先どのようにアプロー
チしていくかといった部分を鍛えたい。そ
のためには、1人あたりの行動や案件を見
える化し、未来管理をする必要がありまし
た」（鳥居氏）

「未来管理」が会社を変えた
情報共有の習慣とインサイドセールス導入により、商談設定率が5割を超える

アップウィッシュ株式会社 お客様事例

1

導入製品　Sales Cloud、Pardot
活用用途　営業支援・顧客管理、プロジェクト管理・勤怠管理、問合せ・カスタマーサポート、社内コミュニケーション

導入背景

● 営業活動が可視化され、やるべきことが担当者自身
で分かるようになる。1年で売上が倍以上に。

● 商談管理のプロセスが確立され、効率的な営業活動
が可能に。勤務環境が改善され、離職率が大幅に低
下した。

● 折り込みチラシから、WEB上での集客に転換＋イン
サイドセールス導入によって、広告費・獲得単価を大
きく下げた。

● 案件管理ができていないため機会ロスが発生。商談
数も把握できず、将来予測ができなかった。

● 営業活動内容が不透明かつ非効率だったため、若手の
育成まで手が回らずに、一定数の離職者が発生した。

● 伝統的な折り込みチラシによる集客が中心。商談率
の低さにより、広告費・反響単価が高騰していた。

業　　種 不動産
業種詳細 不動産流通、注文住宅の
 施工・販売・アフターケア、
 リノベーション事業など
従業員数 98名（グループ合計）
設　　立 1987年4月

アップウィッシュ株式会社

属人的な営業活動と高い離職率で、営業改革が必要に
　アップウィッシュ株式会社は、不動産流
通を中心に愛知県で総合不動産業を展開
する企業だ。昨今の不動産流通の業界で
は、注文・分譲住宅やリノベーションまで
踏み込んで価値提供する例が増えてきた
が、同社はいち早く取り組んだ企業であ
る。また県内の不動産を買いたい方、売り

たい方をつなぐ会員制ポータルサイト「住
まいの窓口ハウスボカン」を運営するな
ど、その時代のニーズを的確に捉えた経
営戦略で躍進を続けている。
　そんな同社もかつて、営業活動には大
きな課題を抱えていた。以前の同社は40

代中心の組織で、ベテラン社員の体質は

古く、「営業担当者が1日にどこに行って、
誰と接触しているか」といった営業活動の
内容が透明化されていなかった。案件管
理はExcelで行われていたものの、進捗
確認は週1回。情報の入力にタイムラグが
発生するだけでなく、担当者によっては入
力が滞るなど、正確な商談数も把握でき

導入効果



　案件を可視化するために、同社は2012

年にセールスフォース・ドットコムの
Sales Cloudを導入。最初に取り組んだ
のは営業の管理だ。1営業担当者の営業
活動を週次・月次で可視化することで、次
にやるべきことを担当者自身が把握でき
る。これにより、案件がどのフェーズにあ
り、どんな営業施策が予定されているか
という「未来管理」もできるようになった。
　「1年間取り組んだ結果、営業の生産性
が倍以上になりました。2011年は1人あ
たりの年間売上が800万円だったのに対
し、翌年には2,000万円にまで上がりま
した」鳥居氏はこの取り組みの成果に胸
を張る。
　実はこの取り組みの背景には、定着へ
向けた地道な努力がある。Sales Cloud

も案件情報が入力されなかったら「ただ
の箱」だ。これまで入力するという環境が
なかった同社では、システム管理者が指
示しても入力されないケースが多かった。
そこで鳥居氏は「虎の威」を借りるアイデ

アを思いつく。
　「当社では営業が最も影響力を持って
います。そのトップのメッセージは強力な
ので、営業部長のアカウントになりすまし
て、社員に細かく入力を指示していました
（笑）」鳥居氏は入力指示などのフォロー

を行うと同時に、入力すべき項目も精査
し、調整を進めた。さらに、評価制度やイ
ンセンティブもSales Cloud上の数値を
基に行うようにし、入力が必然となる状
況を整えていった。
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　こうした課題は人事にも大きな影響を
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　アップウィッシュ株式会社は、不動産流
通を中心に愛知県で総合不動産業を展開
する企業だ。昨今の不動産流通の業界で
は、注文・分譲住宅やリノベーションまで
踏み込んで価値提供する例が増えてきた
が、同社はいち早く取り組んだ企業であ
る。また県内の不動産を買いたい方、売り

たい方をつなぐ会員制ポータルサイト「住
まいの窓口ハウスボカン」を運営するな
ど、その時代のニーズを的確に捉えた経
営戦略で躍進を続けている。
　そんな同社もかつて、営業活動には大
きな課題を抱えていた。以前の同社は40

代中心の組織で、ベテラン社員の体質は

古く、「営業担当者が1日にどこに行って、
誰と接触しているか」といった営業活動の
内容が透明化されていなかった。案件管
理はExcelで行われていたものの、進捗
確認は週1回。情報の入力にタイムラグが
発生するだけでなく、担当者によっては入
力が滞るなど、正確な商談数も把握でき

取締役の鳥居儀彰氏。「未来管理」こそが会社を
変えるという信念のもと、Sales Cloudの導入
と社内での運用を推し進めた
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　すべての案件情報が可視化されること
で、同社では新たな情報が見えるように
なった。「導入2年目に入ると、商談につ
ながりそうなリード（顧客情報）の傾向
や、チラシなのかWEBなのかといった問
合せ窓口ごとのリード数が見えてきまし
た。その中で、不動産業界には根強いチ
ラシ信仰がありましたが、チラシからの
リードが大きく減ってきているのが見えて
きたのです」と鳥居氏は振り返る。
　リードや顧客の流れを把握した同社
は、非効率な折り込みチラシに限界を感
じ、デジタルシフトを決断する。そこで始
まったのが、冒頭の会員制ポータルサイト
「住まいの窓口ハウスボカン」だ。WEBサ
イト経由の集客対応には、セールスフォー
ス・ドットコムの事例で知った、インサイ
ドセールスの導入を解決策とした。
　2014年から、インサイドセールスをス

タートさせたことで、営業の効率化はさら
に加速していく。「当初はSales Cloud

での営業プロセスを8段階に設定してい
ましたが、インサイドセールスの導入に
よって12段階として営業フェーズを確立
しました。WEB経由の顧客の周辺情報を
Sales Cloudで拾い、メールや電話での
ヒアリングによって顧客情報を蓄積し、
フォローすべき顧客、商談をセッティング
する顧客といった具合に振り分けていき
ました」（鳥居氏）
　その結果、商 談の設 定率が 従 来
（2013年）の37％から55％（2015年）
に伸び、商談設定数は約3倍にまで伸び
た。同時に年間広告費を67％削減するこ
とにも成功し、チラシ製作が不要となった
ことで、営業担当者の勤務環境が大きく
改善された。課題となっていた社員の離
職率が低下し、なんと2015年度に入社

した新人の離職数は0。これは不動産業
界では異例の数字である。
　お客様満足度が高くなったことも、イ
ンサイドセールス導入後の大きな変化だ
と鳥居氏は語る。「ただのアポ取りとは異
なり、インサイドセールスでは、事前に情
報収集ができます。ヒアリングをしっかり
行った後に営業マンに橋渡しするので、お
客様が必要としているものをご提案でき
る。『お客様主体で動く』ことが、お客様
満足度の向上につながっています」

2014年よりインサイドセールスを導入。
商談設定率が5割を超え、離職率が低下、年間広告費は67％削減

2013年10-12月
（インサイドセールス導入前）

1,560万円

348件

129件

37%

44,800円

2015年1-3月
（インサイドセールス導入後） 2013年と2015年の比較

1,370万円 12% 削減➡

919件 164% 増加➡
505件 291% 増加➡
55% 18% 増加➡

14,900円 67% 削減➡

WEB広告費

WEB集客数

商談設定数

商談設定率

反響単価
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お客様事例　アップウィッシュ株式会社

　同社はマーケティングオートメーション
ツール Pardot の導入によって、メール
によるコミュニケーションの半自動化に取
り組んでいる。

　「Pardot が軌道に乗ってくれば、さら
に効率的で効果的な見込み案件創出が
できるようになるでしょう。顧客コミュニ
ケーションのやり方や見えてくるものも変
わってくると期待しています」と、鳥居氏
はあくなき追及への想いを語る。
　Pardot を使えば、どんな顧客がどの
WEB サイトのどのページを見ているかと
いうのが分かる。さらにはサイトのデザ
インやコンテンツの改善によって、インサ
イドセールスが見込み客を集めるマーケ
ティングまで手掛けることも可能だ。
Pardot により顧客情報を取得し、
Sales Cloud で外勤の営業担当者とイ
ンサイドセールス双方で共有し、スムー
ズに連携すれば、より強固な基盤ができ
あがる。
　「じっくりじっくり、1 年・2 年・3 年
のステップが営業を強くします。生産性、
コスト削減、効率性の 3 段階で、2012

年から約 4 年間、着実にやってきた成果
だと思います」と鳥居氏。課題を適切に

捉え、一歩一歩であるが確実に前進して
いくアップウィッシュ。売上向上を見据え
た営業効率化の取り組みはまだまだ続
く。

より効率的な見込み客の創出、育成を目指して

"顧客や案件情報が完全に見える化され、その情報がしっかりとSales Cloudで
共有されていれば、自然と商談が生まれてきます。"
―アップウィッシュ株式会社　取締役　鳥居儀彰氏

@SalesforceJapan /SalesforceJapan JPsfdc

※図はイメージです。


