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お客様インタビュー

　そのように短期間で多大な業績を上げて
きた同社だが、当然ながらその道程では、
いわゆる “成長の壁” にたびたび突き当たっ

てきた。しかし、Salesforceを活用すること
によってそれらを乗り越え、成長の階段を
駆け上がってきたのである。

株式会社ドーム

　「アンダーアーマー」ブランドのウェアに
身を包んだアスリートたちが、スポーツジム
やロッカールームで「DNS」ブランドのサ
プリメントを摂る。現代日本のスポーツシー
ンにおいて頻繁に目にするようになったこの
光景は、ひとえに株式会社ドーム（東京都
江東区）のたゆまぬ活動と努力によって創
出され、日常化したといっていい。
　「スポーツを通じて社会を豊かにする」と
いう理念のもと、元アメリカンフットボール

大学全日本選抜チーム主将の安田秀一氏
（現・代表取締役）によって1996年に設立
された同社は、当時、米国で誕生したばか
りの「アンダーアーマー」にいち早く注目。
1998年に米アンダーアーマー社と日本総代
理店契約を締結し、瞬く間に同ブランドを日
本のスポーツ界に浸透させることに成功す
る。続いて2000年にはスポーツサプリメント
「DNS」の自社開発と販売に乗り出し、わず
か7年間で国内シェア第2位のブランドへと育

て上げた。さらに、トップアスリートのための
パフォーマンス開発機関「ドームアスリート
ハウス」の開設や、各種スポーツイベントへ
の協賛などを通じ、わが国のスポーツ界の活
性化と発展に貢献し続けている。

「アンダーアーマー」日本総代理店がSalesforceで業務アプリを次 に々クラウド化！
社内SNS Chatterとモバイルが情報共有の密度を高め、企業成長スピードを加速

●Excelで記載された各種報告書はビジネス情報として最重視さ
れ、全社にメール配信されていたが、データとして蓄積・検索
できず、有効活用できなかった
●顧客情報がデータベース化されず、部署や担当者ごとにExcelで
管理されていたため、顧客とのコミュニケーションに齟齬が生
じるなどの問題が起きていた
●契約チーム等へお渡しする商品をExcelで管理していたため、繁
忙期になると担当者はその業務で残業続きとなり、たびたびミ
スも発生していた

●報告書をクラウド化して一元管理したことで、情報取得の効率が
飛躍的に向上。情報共有の密度も高まり、Chatterを介して役員か
ら直接指示が入ることにより事業のスピードアップが促進された
●顧客情報がクラウドでデータベース化されたことで、担当以
外の部署や個人でも顧客の状況を把握できるようになり、顧
客とのコミュニケーションが円滑になった
●業務アプリを開発して顧客関連業務を次々にクラウド化・モ
バイル化したことにより、商品管理業務に要する時間を月間
数十時間短縮できた

導入背景 導入効果

株式会社ドーム 業種 卸売・小売
業種詳細 各種スポーツ用品およびスポーツサプリメントの製造・販売など
導入製品 Chatter, App Cloud, Salesforce Mobile App
従業員数 337名（2015年7月現在）
活用用途 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、その他（プラットフォーム）

日本のスポーツ振興に尽力する「アンダーアーマー」日本総代理店
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業務本部情報システム部インフラチームチー
ムリーダーの佐藤仁彦氏。「今やSalesforceは
社内コミュニケーションツールとして欠かせ
ないものになっています」

　そのように短期間で多大な業績を上げて
きた同社だが、当然ながらその道程では、
いわゆる “成長の壁” にたびたび突き当たっ

てきた。しかし、Salesforceを活用すること
によってそれらを乗り越え、成長の階段を
駆け上がってきたのである。

　同社が 2011 年に直面した大きな課題―
―それは、成長要因のひとつだった “情報
共有” が次第に困難になってきたことだ。
会社組織やビジネスの拡大によって必然的
に引き起こされるこの問題に、同社もまた頭
を悩ませることになったのである。業務本部
情報システム部インフラチームチームリー
ダーの佐藤仁彦氏は当時をこう回想する。
　「弊社では、『どんな思いでその仕事に取
り組み、結果どう感じたか』という社員の “所
感”が非常に重視されています。というのも、
それらを記した報告書を読めば、商品がど
のように売れているか、社内でどんな問題が
起きているかをタイムリーに把握でき、より
有効なアプローチが可能になるからです。
そのため、営業や出張の報告書は、メール
で全社に配信され、全社員が目を通すこと
になっていました。
　ところが、社員数が急増し、1 日数十件
もの報告書が次から次へと送られてくるよう
になると、限られた業務時間内にすべてを

読むのが難しくなりました。しかも、メール
なのできちんと整理された情報として蓄積さ
れず、あとで検索するのにも非常に時間が
かかるようになったのです。
　同様に、お客様の情報もデータベース化
されておらず、部署や担当者ごとに Excel

で管理されていたため、たとえば年賀状を
同じお客様に何通も送ってしまうなどの問題
がたびたび発生するようになっていました」
（佐藤氏）
　同社の発展を支えてきた “情報共有” の
基盤を再度整え、成長の次のステップへと
進むためには、情報を一元管理できるデー
タベースを構築するしかない。そう判断した
経営陣は、即座に Salesforce の導入を決
意する。
　「Salesforce なら、いろいろな情報をどん
どん入れて一元的に管理可能で、全文検索
も簡単にできる。情報を蓄積して活用する
“器” として最適だと考えたのだと思います」
（佐藤氏）

　「アンダーアーマー」ブランドのウェアに
身を包んだアスリートたちが、スポーツジム
やロッカールームで「DNS」ブランドのサ
プリメントを摂る。現代日本のスポーツシー
ンにおいて頻繁に目にするようになったこの
光景は、ひとえに株式会社ドーム（東京都
江東区）のたゆまぬ活動と努力によって創
出され、日常化したといっていい。
　「スポーツを通じて社会を豊かにする」と
いう理念のもと、元アメリカンフットボール

大学全日本選抜チーム主将の安田秀一氏
（現・代表取締役）によって1996年に設立
された同社は、当時、米国で誕生したばか
りの「アンダーアーマー」にいち早く注目。
1998年に米アンダーアーマー社と日本総代
理店契約を締結し、瞬く間に同ブランドを日
本のスポーツ界に浸透させることに成功す
る。続いて2000年にはスポーツサプリメント
「DNS」の自社開発と販売に乗り出し、わず
か7年間で国内シェア第2位のブランドへと育

て上げた。さらに、トップアスリートのための
パフォーマンス開発機関「ドームアスリート
ハウス」の開設や、各種スポーツイベントへ
の協賛などを通じ、わが国のスポーツ界の活
性化と発展に貢献し続けている。

事業拡大でExcelによる情報共有が困難に……

　そもそも同社は、ITを競争優位性の源泉
とみなし、それに対する投資を積極的に行っ
てきた。とはいえ実情として、個々のレベル
で見れば、IT の不得手な社員も多数在籍し
ている。社内定着化を促進するためには、
集中的な全社トレーニングのほかにも、何ら
かの工夫が必要になる。そこで大きな役割

を果たしたのが社内 SNSの Chatterだ。
　「当初は Chatter にコメントを投稿する社
員は少なく、せいぜい『いいね！』を押すぐ
らいでした。ところがある時期から、安田自
らがさまざまな情報を Chatter で発信する
ようになると、それが起爆剤となって、全社
員が Chatter に注目するようになったので

す。先に述べた通り、もともと弊社では情
報共有が重視されてきたので、Chatter に
重要な情報が載っているとなれば見ないわ
けにはいかない。モバイルを使って外出先で
も投稿、閲覧できる点も大きかったですね」
（佐藤氏）
　そうした経緯で、Salesforce の利用は飛
躍的に拡大。全社員が、Salesforce に蓄
積される各種報告書をいつでも読めるよう

になり、同社ならではの “所感” を大切に
するビジネスの柔軟性を取り戻すことができ
た。もちろん、顧客情報の一元化によって、
従来のような顧客とのコミュニケーション上
の問題も完全に解消された。Salesforce の
活用によって、同社はまさにこのとき、企業
成長の過程で普遍的に見られるひとつの
ハードルをクリアしたわけだ。

Chatterによる鮮度が高い情報の共有で、本来の “ビジネスへの活用” が可能に

株式会社ドーム
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　同社の “革新” はそれだけに留まらなかっ
た。さらなる飛躍のため、Salesforce をア
プリケーション開発基盤としても活用し始め
たのである。
　「『Salesforce には顧客にかかわるすべて
の情報が入っているのだから、顧客とつな
がっている業務はすべて Salesforce 上でで
きるはずだ』という安田の発案を受けて、

一気に 6 つぐらいの業務アプリのアイデア
が挙がったのです。それらを同時に作って
導入するのはさすがに難しいだろうと思いつ
つ取り組んでみたところ、意外なほど簡単
に作れて、正直驚きました」（佐藤氏）
　そのひとつが「DAH 機能」。「ドームアス
リートハウス」を利用するアスリートのトレー
ニングや治療の履歴などの情報をデータ

ベース化し、アスリートとトレーナーのコミュ
ニケーションツールとして利用するというも
のだ。

　実は、そのような情報共有基盤の確立は、
企業の成長段階でしばしば見受けられるも
うひとつの難問をも同時に解決していた。会
社組織は、規模の拡大とともに往々にして保
守化し、部署間の風通しが悪くなる。それ
が革新的なアイデアを生み出す上で大きな
阻害要因となるのだが、同社は Salesforce

の導入によって、そうした課題を半ば無意
識のうちに克服することができたのだ。
　「たとえば、何かプロジェクトを始める際、
Chatter に報告書を上げておけば、以前の
ように関係者一人ひとりに説明しなくても社
内共有が進むので、皆がプロジェクトの進
行を先取りして行動するなど、部署の垣根

を越えた協力体制が一気にでき上がっていく
ようになったのです。業務スピードの向上に
つながったのはもちろんですが、事前に情報
を共有することで以前より問題が顕在化しや
すく、議論しやすくなり、社員の働き方その
ものが変わったという感じですね。
　今では、Chatter を介して新規の契約に
至ったり、新たなビジネスのアイデアが生ま
れたりするなど日常茶飯時。Salesforce に
よって情報共有の密度が圧倒的に高まり、
もはや “共有” というレベルではない、部署・
社員間の深いつながりが醸成されたと感じ
ます」（佐藤氏）

Chatterが情報共有の密度を高め、新たなアイデアを生み出す

　また、契約チーム・アスリートにお渡し
する商品のステータスを管理するアプリも開
発。従来、数千行にもおよぶそれらの明細
は Excel で管理されていた。そのため、プ
ロ野球のキャンプの時期などになると、担
当者はその管理業務で遅くまで残業しなく
てはならず、たびたびミスも発生していた。
それが、この業務アプリの開発により、加
工業者からの納品、契約選手への出荷、
場合によっては返品までという一連の流れ

を仕組みで管理できるようになり、担当者
の作業時間は月間数十時間も削減された。
　「導入時には Salesforce でまさかここま
でできるとは思っていなかった」と語る佐藤
氏。今後の展開として、Salesforce を営業
支援システムとしても活用し、売上などの
データを分析して営業活動の改善につなげ
たい、と話す。そのほかにも、データの一
部を顧客と共有し、円滑に共同作業を行え
るような仕組みの構築も検討中だという。

アプリ開発基盤としてもSalesforceをフル活用！　「まさかここまでできるとは……」

　そもそも同社は、ITを競争優位性の源泉
とみなし、それに対する投資を積極的に行っ
てきた。とはいえ実情として、個々のレベル
で見れば、IT の不得手な社員も多数在籍し
ている。社内定着化を促進するためには、
集中的な全社トレーニングのほかにも、何ら
かの工夫が必要になる。そこで大きな役割

を果たしたのが社内 SNSの Chatterだ。
　「当初は Chatter にコメントを投稿する社
員は少なく、せいぜい『いいね！』を押すぐ
らいでした。ところがある時期から、安田自
らがさまざまな情報を Chatter で発信する
ようになると、それが起爆剤となって、全社
員が Chatter に注目するようになったので

す。先に述べた通り、もともと弊社では情
報共有が重視されてきたので、Chatter に
重要な情報が載っているとなれば見ないわ
けにはいかない。モバイルを使って外出先で
も投稿、閲覧できる点も大きかったですね」
（佐藤氏）
　そうした経緯で、Salesforce の利用は飛
躍的に拡大。全社員が、Salesforce に蓄
積される各種報告書をいつでも読めるよう

になり、同社ならではの “所感” を大切に
するビジネスの柔軟性を取り戻すことができ
た。もちろん、顧客情報の一元化によって、
従来のような顧客とのコミュニケーション上
の問題も完全に解消された。Salesforce の
活用によって、同社はまさにこのとき、企業
成長の過程で普遍的に見られるひとつの
ハードルをクリアしたわけだ。
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　同社の “革新” はそれだけに留まらなかっ
た。さらなる飛躍のため、Salesforce をア
プリケーション開発基盤としても活用し始め
たのである。
　「『Salesforce には顧客にかかわるすべて
の情報が入っているのだから、顧客とつな
がっている業務はすべて Salesforce 上でで
きるはずだ』という安田の発案を受けて、

一気に 6 つぐらいの業務アプリのアイデア
が挙がったのです。それらを同時に作って
導入するのはさすがに難しいだろうと思いつ
つ取り組んでみたところ、意外なほど簡単
に作れて、正直驚きました」（佐藤氏）
　そのひとつが「DAH 機能」。「ドームアス
リートハウス」を利用するアスリートのトレー
ニングや治療の履歴などの情報をデータ

ベース化し、アスリートとトレーナーのコミュ
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　また、契約チーム・アスリートにお渡し
する商品のステータスを管理するアプリも開
発。従来、数千行にもおよぶそれらの明細
は Excel で管理されていた。そのため、プ
ロ野球のキャンプの時期などになると、担
当者はその管理業務で遅くまで残業しなく
てはならず、たびたびミスも発生していた。
それが、この業務アプリの開発により、加
工業者からの納品、契約選手への出荷、
場合によっては返品までという一連の流れ

を仕組みで管理できるようになり、担当者
の作業時間は月間数十時間も削減された。
　「導入時には Salesforce でまさかここま
でできるとは思っていなかった」と語る佐藤
氏。今後の展開として、Salesforce を営業
支援システムとしても活用し、売上などの
データを分析して営業活動の改善につなげ
たい、と話す。そのほかにも、データの一
部を顧客と共有し、円滑に共同作業を行え
るような仕組みの構築も検討中だという。

「弊社はとにかく変化のスピードが早くて、
半年前とは別の会社になっているような印象
がある。そういう、新しいことをどんどん取
り入れようという意欲のある企業にとって、
Salesforce のような導入のハードルの低い
クラウド型システムは最適ではないでしょう
か」（佐藤氏）
　あらゆる側面でスピードが求められる同社
では、「踏み込んでいかなくては何も変わら
ない」（佐藤氏）と、アプリ開発においても
リスクを取りながらトライ & エラーを繰り返
し、効果の出る仕組みを生み出している。そ
の点、Salesforce がいわゆるモバイルファー

ストを重視していることも同社の手助けに
なっているという。
　「パソコン用を作ればモバイル用も自然に
でき上がり、コストを半分に抑えられるだけ
でなく、利用側も、会社の机でできることが
モバイルでできるので、深く考えず当たり前
のように使えるようになりますからね」（佐藤
氏）
　あらゆる企業が成長の途上で対峙するこ
とになる数々の壁を乗り越え、驚異的なス
ピードで進化し続けてきた同社。今後、そ
の成長は、Salesforceによってさらに加速し
ていくに違いない。

“スピード重視” のドームを支える「Salesforceのモバイルファースト」

株式会社ドーム


