
な差別化要因となっている。同社はその
強みを活かし、首都圏を中心に物流不動
産の開発・管理実績を着実に積み上げ、
2015年4月、創設から5年あまりで東
証二部への上場を果たしている。
　もちろん、そうした強みは一日にして確
立されたわけではない。その過程におい
て同社は、経営統合を重ねてきた企業に
とって宿命ともいえる課題と対峙しなけ
ればならなかった。そう話すのは、同社執
行役員で経営企画本部本部長の山本岳
至氏だ。
　「大きな悩みのひとつだったのが、複数
の企業の吸収合併、事業譲受という変遷
の中で、部門ごとに部分最適化されてい

た異なる営業手法が併存していたことで
す。一例を挙げると、一方は営業活動の
状況を日報で細かく上司に報告する古典
的な手法、もう一方は営業担当者に権限
を与える自由な手法と対照的で、しかも
それぞれ過去の成功体験がありますか
ら、現場サイドにも変えるということに対
して抵抗感があり、改善できない状況で
した。このままでは今後の成長にとって大
きな障害となるという危機感がありまし
た。そこで、営業プロセスの統一をきっか
けに業務全体の効率化を図るべく、営業
支援システムの導入を決意しました」（山
本氏）

物流不動産会社が営業活動の速度と質を飛躍的に向上させ提案力で“情報戦”を制す
営業プロセスの統一＆MAツールPardotによる潜在ニーズ発掘で
年間売上約3割増加！

株式会社シーアールイー お客様事例
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導入製品　Sales Cloud, Pardot
活用用途　マーケティング支援、営業支援・顧客管理、社内コミュニケーション、モバイル活用

導入背景

● 情報の一元化とChatterの活用で営業活動の速度と
質が飛躍的に向上。人員を増やすことなく年間の売上
が約3割増加した

● データが可視化できるメリットを現場に実感させ短期
間でSalesforceを社内に浸透。部分最適化された営
業プロセスを標準化し効果的な業務進捗管理が可能
になった

● セミナー参加者やWebサイト訪問者から“ホット”な
見込み客を抽出し、高い確度で成約につなげられるよ
うになった

● 経営統合前の各企業の業務プロセスの相違により、
部門ごとに営業手法が部分最適化され非効率的だっ
たが、過去の成功体験があるためにドラスティックな
変革が困難だった

● 顧客・物件情報を営業担当・部署ごとに個別に管理し
ていたため、提案スピードと情報品質が最重要にもか
かわらず、物件情報の集約・精査に多くの時間を要
し、機会を損失するケースがあった

● ニーズが顕在化した時点で顧客と接触する営業手法
では、多数の競合との情報戦を強いられてしまい、無
駄な労力がかかるほか失注につながることもあった

業　　種 不動産
業種詳細 物流施設の賃貸、管理、
 開発、仲介、及び投資助言
従業員数 149名
 （2015年7月末現在）

株式会社シーアールイー

営業プロセスの統一による業務効率化を目指してSFA導入を決意
　株式会社シーアールイー（東京都港区）
は、物流施設に特化した各種不動産関連
サービスを提供する、国内では稀有な企
業だ。そのビジネスの最大の特長は、物

流施設の賃貸、管理、開発、仲介、及び投
資助言までの一連のサービスをワンス
トップで提供できること。これは、2009

年の同社設立以降、複数の企業との業務

提携や吸収合併、子会社化、事業譲受を
積極的に行い、得意分野の異なる各社の
ノウハウとネットワークを統合してはじめ
て可能となったもので、同業他社との大き

導入効果
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お客様事例　株式会社シーアールイー

　同社は、複数のベンダーの営業支援シ
ステムを詳細に比較・検討し、最終的に
セールスフォース・ドットコムのSales 

Cloudを選定するに至る。不動産営業本
部本部長の本多勝由氏、経営企画本部ビ
ジネシシステム部の大木香氏によれば、
その理由はふたつあったという。
　「まず、他社製品と比べて圧倒的に優れ
ていると感じたのが、サポートの充実ぶ
り。実際の導入にあたっても、終始同じ担
当の方が窓口になり、細かな修正から、ど
うすれば定着させられるのかまで相談に
乗ってくださって非常に心強かったです」
（大木氏）
　「もうひとつの理由は優れた拡張性で
す。他社のパッケージ製品の場合、初期
投資こそ安く済むものの、できることが限
られているどころか、むしろ『このシステ
ムに業務内容のほうを合わせてください』
という感じでした。一方、Sales Cloudな

ら、容易に弊社のビジョンや今後の展開
に合わせて改修したり、他社のアプリケー
ションを追加・連携したりすることができ
る。将来的な開発コストや手間などを考
慮すれば、費用対効果は非常に高いと判
断しました」（本多氏）
　2013年、同社は、まず不動産営業部
門へSales Cloudの導入を推進してい
く。ExcelやWordといったさまざまな
データ形式で各営業担当者によって個別
に管理されていた顧客や引き合い、物件
情報に関する膨大な情報は、導入チーム
が一括してSales Cloudに入力していっ
た。情報を一元化した結果得られる情報
鮮度・品質の向上および検索のスピード
アップが、いかにビジネスに効果的かを
現場に実感してもらうことで、Sales 

Cloudを短期間でスムーズに社内へ浸
透・定着させることを狙ったのだ。

選定の決め手は「充実したサポートと優れた拡張性」
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　株式会社シーアールイー（東京都港区）
は、物流施設に特化した各種不動産関連
サービスを提供する、国内では稀有な企
業だ。そのビジネスの最大の特長は、物

流施設の賃貸、管理、開発、仲介、及び投
資助言までの一連のサービスをワンス
トップで提供できること。これは、2009

年の同社設立以降、複数の企業との業務

提携や吸収合併、子会社化、事業譲受を
積極的に行い、得意分野の異なる各社の
ノウハウとネットワークを統合してはじめ
て可能となったもので、同業他社との大き

執行役員　経営企画本部本部長の山本岳至氏。
「Salesforceをトップダウンで導入したのは、
『変わらなければダメだよ』という現場への意識
改革を促すメッセージという意味合いもありまし
た」

不動産営業本部本部長の本多勝由氏。「導入か
ら定着まで万全なサポート体制のおかげで、すぐ
に効果が出てきました。Salesforceを選んで本
当に正解でしたね」



　そうした工夫と努力が奏功し、同社の
営業活動は目覚ましい“進化”を遂げた。
まずは顧客と案件（引き合い）の管理に
おいてだ。情報の鮮度と営業活動の迅速
さが求められる不動産業界において、従
来のように、顧客・物件・引き合いなどの
情報を営業担当者や部署ごとに個別管理
している状況では、顧客のニーズに合った
物件を即座に見つけて提案するのが難し
く、失注してしまうケースが多々あったと
いう。不動産営業本部マーケティング部
の山賀幸恵氏は、Sales Cloudによって
それらの情報を一元的に把握できるよう
になったことで、情報の抜け漏れがなく
なったのはもちろん、顧客への提案の速
度と質が飛躍的に向上した、と話す。
　「Sales Cloudのレポートの自動配信
機能を使えば、毎日登録される物件など
の情報を営業担当者とその日のうちに共
有できます。営業担当者は、ノートPCや

モバイルでレポートを確認しながらお客
様に最適な物件を提案できるので、単に
営業活動が効率化されただけでなく、成
約率のアップにもつながりました」（山賀
氏）
　加えて、情報共有の速度と精度をさら
に向上させたのが、社内SNSのChatter

だ。営業担当者にとって、物件が空いた瞬
間は、新たなテナント契約を結ぶ好機で
あり、その情報は何よりも欲しいものだ。
しかし、従来のメールや電話といった情報
伝達手段では時間がかかり、他社に遅れ
を取ることもあったという。そうした“ス
ピード勝負”の情報を、各営業担当者が
Chatter上に次々に投稿し、即時共有で
きるようになったのだ。
　「営業担当者によって随時更新される
引き合い情報や物件の空き情報などを
Chatter で即座にチェックし、提案する
最適な機会を逃さず対応できるようにな

りました。情報の一元化と共有するスピー
ドの向上が提案において大きなメリット
を生むことを実感できたのは、営業部門
の意識改革においても大きな前進でし
た」（山本氏）
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お客様事例　株式会社シーアールイー

　さらに同社は2015年5月、前述のよ
うな一種の“情報戦”の様相を呈する業界
において、より優位なポジションを築くた
め、新たな施策を実行に移す。セールス
フォース・ドットコムの提供するマーケ
ティングオートメーションツール（MA

ツール）Pardotの導入だ。その理由につ
いて、経営企画本部ビジネスシステム部
の武田寿氏はこう説明する。
　「これまでのように、お客様のニーズが
顕在化した時点ではじめて接点を持とう
とすると、結局は他社とのスピード勝負に
なってしまう。しかし、ニーズが顕在化す
る以前の段階で、お客様には必ず何らか
のアクションがあるはずです。Pardotを
導入し潜在的なニーズを顕在化させるお
手伝いができれば、営業活動の精度を上
げつつ、他社に先駆けて引き合いにつな

げられると考えたのです」（武田氏）
　同社におけるPardotの活用方法は以
下の通りだ。まず、マーケティング活動の
一環としてセミナーを月1回開催し、名刺
交換やアンケートで参加者（見込み客）の
情報を取得してSales Cloudに入力す
る。Sales CloudとPardotは密接に連
携しているため、見込み客の属性情報や
アクセス頻度などから算出したスコアを
営業活動につなげていくという仕組みだ。
　また、Pardotを使い、見込み客に対し
て自動配信するメールの開封率やクリッ
ク率などを把握し、より効果的なコンテ
ンツの作成に活かす取り組みも始めてい
る。
　「まだ検証段階ですが、今後、たとえば
首都圏の物件をお探しのお客様にはそれ
に関連するコンテンツのメールを配信す

るというように、マーケティング活動に
よってお客様にとってより有益な情報をお
届けしたいと考えています」（山賀氏）

潜在ニーズの発掘と見込み客の育成を可能にしたMAツールPardot

情報一元化とChatterの活用で営業活動の速度と質が飛躍的に向上

不動産営業本部マーケティング部の山賀幸恵
氏。「現場がメリットを感じたからこそ、短時間で
定着できたのだと思います。工夫した努力が報わ
れました」

経営企画本部ビジネスシステム部の武田寿氏。
「Salesforceの効果が出てくると、現場もデータ
の入力方法を工夫したり、改修の要望を上げて
きたりするようになりました」
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お客様事例　株式会社シーアールイー

―株式会社シーアールイー　執行役員　経営企画本部本部長　山本岳至氏

"Salesforceをトップダウンで導入したのは、
「変わらなければダメだよ」という現場への意識改革を促す
メッセージという意味合いもありました"
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　Sales Cloud と Pardot の導入効果
は、さまざまな数値としても現れている。
中でも特筆すべきは、年間の売上が約 3

割増加したことだ。
　「この数字は、導入前にセールスフォー
ス・ドットコムの担当の方に試算してい
ただいた数字とほぼ同じで、まさに期待
通りの効果です。しかも、営業の人員数
はほとんど変わっていないので、営業担
当者 1 人当たりの担当案件数が増え、
営業効率が格段に向上したことになりま
す」（武田氏）
　営業プロセスの統一による業務の効率
化という当初の目標を達成し、さらに見

込み客の発掘・リレーション強化にも取
り組み始めた同社。今後の展開について、
山本氏は次のように語る。
　「開発部門を最後に、核となる事業部
すべてに Salesforce の導入が完了した
ので、今後は Sales Cloud と Pardot

によって事業部同士の横断的なつながり
をさらに強化したいですね。それが実現
すれば、各事業部が連携してさまざまな
サービスをワンストップで提供するという
弊社の強みは、より確固たるものになり、
お客様のニーズにより一層お応えできる
と考えています」（山本氏）

大幅な営業効率化で年間売上約3割増加！

経営企画本部ビジネスシステム部の大木香氏。
「Salesforceは特別なスキルがなくてもドラッグ
＆ドロップでカスタマイズ可能で、開発面でも非
常に優れたツールだと思います」


