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顧客管理を統合し商談プロセスを可視化
新興国市場での販売力強化にSalesforceが威力を発揮

株式会社豊田自動織機

伸び悩む新興国での販売をSalesforce導入で活性化

導入製品　Sales Cloud、App Cloud、Salesforce1 Mobile App
活用用途　販売代理店向け顧客管理、販売管理

導入背景 導入効果

● 一元化された顧客データベースを構築するとともに、
商談プロセスの可視化を実現。

● 営業およびマーケティング活動の精度を向上させ、
UAEでフォークリフト販売台数２倍を達成。

● Sales Cloudは国と地域ごとに異なる市場環境、商
習慣、言語などの差異に柔軟に適応。

● 新興国市場（アジア、中南米、オセアニア、中近東、
アフリカ）における販売シェアの拡大。

● 新興国市場約50カ国の販売代理店の販売管理・顧客
管理の仕組みを標準化し販売力を強化する。

● 標準化された営業業務プロセスの実行基盤として
Salesforceを採用。

　豊田自動織機は、売上高2.1兆円を超
える我が国を代表するモノづくり企業で
あり、トヨタ自動車の源流企業でもある。
国内では「トヨタL&F」ブランドで知られる
主力のフォークリフト事業は、2014年に
13年連続世界シェアNo.1を達成した。
　同社では2000年代から戦略的M&A

を推進し、BT（スウェーデン）、レイモンド
（米国）、タイリフト（台湾）といったメー

カーを傘下に収めてきた。現在、トヨタ マ
テリアル ハンドリング グループ（TMHG）
として、日本、北米、欧州、新興国（アジア、
中南米、オセアニア、中近東、アフリカ）
の4極から全世界を網羅する販売体制を
確立している。
　フォークリフト事業における新興国市
場の成長は著しく、2000年には世界市
場の9%に過ぎなかったが、10年間で

41%を占めるまでに急拡大した。トヨタ 

マテリアル ハンドリング グループは日本
国内で47%のシェアを持つものの、新
興国市場でのシェアは20%程度にとど
まっていたという。こうした状況を打開する
ためには、販売力の強化が不可欠だった。
そして、同社が新興国のディストリビュー
タ（販売代理店）向けに採用したのが
Salesforceである。

業　　種 製造
業種詳細 繊維機械、自動車、
 産業車両等の製造・販売
 および物流事業等
従業員数　52,523名
 （2015年3月31日現在）

株式会社豊田自動織機
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試しに使ってみてほしい、効果が得られなければやめてもいい

教育とITの両面から営業品質を向上

取締役副社長 佐々木一衛氏。「急速な経済成長
を続ける新興国は当社の重要な市場。先行して
Salesforceを導入したUAEでは既に販売台数が
２倍に。世界中の販売店とのより良い関係づくり
に貢献してくれそうです」

海外営業部 販売企画室 室長の近藤高弘氏。「世
界共通のプラットフォームとして利用でき、多言
語対応やカスタマイズが容易なSalesforceとい
う選択は必然だったと思っています」

　取 締役副社長 佐々木一 衛氏は、
Salesforceの採用について「世の中どん
どん変わっていくし、常に我々が新しく頭
を切り替えていく必要がある。新興国の
ディストリビュータとの関係づくりはゼロ
からのスタート。従来からのシステムとの
しがらみもなく思い切って決断できた」と
話す。
　豊田自動織機は、新興国市場において

は独立系のディストリビュータを中心に
販売網を構築。顧客管理や商談報告など
営業業務の「標準化」を推進し、これを起
点に販売現場で発生する問題の原因究明
から改善までのプロセスを整えながら、
着実に営業品質の向上を図る戦略を採っ
てきた。海外営業部 販売企画室 企画グ
ループ グループ長の八木慎一郎氏は次の
ように話す。
　「トレーニングの展開・教育により、各
国の販売代理店スタッフのスキルを底上
げしてきました。Salesforceの導入に
よって、さらに営業品質を高め、お客様満
足度の向上を目指しています。教育とIT

の両面から実効性を高める考えです」
決められた項目を入力しないと営業報告

を完了できないようにするなど、標準化
されたプロセスを現場に根付かせるには
ITによる一定の強制力が効果的だ。

　「ひと括りに新興国と呼びますが、アジ
ア、中南米、オセアニア、中近東、アフリ
カのおよそ50カ国――日欧米以外の全
世界を相手にしようというわけです。国と
地域ごとに言語も商習慣も異なる条件下
においては、Salesforceのクラウドを
『共通のビジネス基盤＝プラットフォーム』
として提供し、その上で最小限のカスタマ
イズを行う方法は合理的な選択でした」と
話すのは、海外営業部 販売企画室 室長
の近藤高弘氏である。
新興国のディストリビュータ向けに販売
管理・顧客管理システムを導入するにあ
たっては、次の課題を解決しなければなら
なかった。
言語：国ごとに異なる言語への対応
仕様：商習慣、税制、法律などの差異
距離：システム導入、教育、不具合発生時

の対処方法
コスト：労働コストに対して相対的に高い

ITコスト

　「Salesforceはこれらの課題をすべて
解決できました。多言語に対応しているこ
とはもちろんですが、英語を公用語として
いる国ごとの微妙な差異までカバーして
います。カスタマイズも容易で、国や販売
店ごとの機能や入力項目の追加を短期間
で行えました。また、システム導入やサ
ポートに関してもクラウドであれば現地
まで出向く必要がなく、距離は何の制約
にもなりません」と八木氏は評価する。
　Salesforceの導入コストは、オンプレ
ミスでシステムを構築するよりもはるかに
安価に抑えられる。運用管理やアップ
デートのコストが発生しないことも大きな
魅力だ。スマートフォンなどのモバイルデ
バイスから自由に使える新しいメリットも
もたらす。
　「販売代理店に対して『このシステムを
試しに使ってみてほしい、効果が得られな
ければやめてもいい』、という説得ができ
るのもクラウドならではと言えます。私た

ちにも、同様のメリットがありました。シス
テム構築には大きな初期投資と後戻りで
きない怖さが伴うのが従来の常識でした
が、Salesforceなら『まずはやってみよ
う、上手くいかなければ見直せばいい』と
いうチャレンジが可能です。この特長が
私たちの戦略を支えたとも言えます（八
木氏）」
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顧客や商談プロセスが見えると、次の打ち手がわかる

海外営業部 販売企画室 企画グループ グループ
長の八木慎一郎氏。「精度の高い商談情報を、
数ヶ月先の生産準備に結び付けていきたい。商品
企画やブランド戦略にもつながることを期待して
います」

営業プロセスの見える化
● マーケティングへの活用
● 積極的な拠点投資、採用の判断材料

　標準化された業務プロセスの実行基盤
として、Salesforceはどのような価値を
もたらしただろうか。最大の変化は「顧客
情報の一元管理」と「営業活動の可視化」
の実現である。
　「営業マンが新しい顧客にコンタクトし
たら、まず会社名や住所、窓口となる担当
者名を入力します。ここから営業活動が
スタートして、顧客とのアポインごとに、
いつどのような話をしたのか、どのメー
カーのフォークリフトを使っているのか、
顧客の悩みや課題は何か、といった情報が
Salesforceに蓄積されていきます。商談
が発生すると、どのような提案をしたのか、
競合相手は誰か、受注したなら勝因は何
か、といった情報が登録されディストリ
ビュータ社内で共有されます（八木氏）」
　紙やパソコンの中に埋もれていた情報
が、Salesforceによって見えるようにな
る。顧客情報や商談プロセスが可視化さ
れることで、これに基づいて次の作戦を
組み立てたり、具体的な活動方針の策定
や検証が可能になることが重要だ。こうし
た取り組みが、商談への参加率や勝率の
向上に結びつく。
　「顧客や商談が見えるようになって、販
売活動もマーケティングも充実してきてい
ます。実際に、UAEではSalesforceの
導入によって商談数を1.7倍に、販売台数

を2倍に伸長させることができました。成
果を実証したことで、セールススタッフの
意識も大きく変わりつつあります（八木
氏）」
　UAEでの成功を受けて、カタールやエ
ジプトなど、周辺諸国のディストリビュー
タもトヨタ マテリアル ハンドリング グ
ループの取り組みに大きな感心を示して
いるという。近藤氏は期待を込めて次の
ように話す。
　「Salesforceを使って成功した独自の
業務プロセス、すなわち進化した営業活
動の有効性が証明された形です。今後、
さらにモデル店となるディストリビュータの
実績を増やしていきたいと考えています」
　Salesforceで扱う情報は、豊田自動
織機 海外営業本部でもリアルタイムに共
有される。これが生産計画や商品企画に
おいても重要な価値をもたらすという。
　「精度の高い商談情報が生産計画に反
映できれば、受注から納車までのリード
タイムの短縮化に貢献できます。販売の
現場がサプライチェーンの起点になるの
です。また、商談の過程で得た顧客ニー
ズや課題から、国や地域のニーズに合致
したフォークリフトを企画開発するにあ
たって極めて重要な示唆が得られます
（八木氏）」
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―株式会社豊田自動織機　取締役副社長　佐々木一衛氏
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「モノを売る」から「コトを売る」へ、B2Bの変革が始まっている

"お客様の物流の未来を共に創造する。
今後も新しい技術が出てこれば、積極的にチャレンジしていきたい。
Salesforceもしっかり使って、新たなイノベーションを起こしていきたい”

　良いモノを作れば売れる時代は終わっ
た――グローバルに展開する製造業を取
り巻く環境は、さらに厳しさを増してい
る。モノからコトへ、フォークリフトという
モノだけでなく、モノを使い続ける過程
でいかに「優れたコト＝サービス体験」を
提供するかが重要になっている。メーカー
とディストリビュータの関係も同様である。
　豊田自動織機では、世界中のディストリ
ビュータとの有形無形の信頼関係を重視
している。ビジネスにおいてWIN-WIN

の関係を築くには、インフラ整備を含む
中長期の取り組みが不可欠だ。

　「過去から脈々と販売活動の基本徹
底を目指してきた、その取り組みが
Salesforceによってひとつの成果として
実現できたと感じています。しかし、私
たちが優れたサービス体験を提供しビジ
ネスの成果に貢献し続けなければ、ディ
ストリビュータとの信頼関係は維持でき
ません。そうした意味で、『Customer 

Success』を掲げて私たちのビジネスを
支えているセールスフォース・ドットコム
の思いに通じるものがあります。更なる
ご支援に期待します」と近藤氏は結んだ。


