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Salesforceの定着・活用を

大きく加速させる2つの方法
⁻ゴールの再設計、体制構築(内製化)-

成功事例に学ぶ！
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Salesforceを導入して少しでも

定着、活用に悩んでいる皆様へ
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会社概要

経営方針

IT技術教育（人材育成）によりビジネスを創造し、社会の発展に貢献する

概要

・ 社名 株式会社セラク（英文名 SERAKU Co.,Ltd. ）

・ 設立 1987年12月

・ 代表者 代表取締役 宮崎龍己

・ 資本金 3億408万5,500円（2021年8月末現在）

・ 従業員数 連結 2,564名（2021年5月末現在）

・ 所在地 東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア

・ 支社 札幌、横浜、名古屋、大阪、福岡

・ グループ会社 株式会社ピーズエンジニアリング（100%子会社）

株式会社セラクＥＣＡ（100%子会社）

・ 市場 東京証券取引所市場第一部（証券コード6199）

2017年11月20日上場
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セラクのSalesforce定着化支援サービス

Salesforce
定着化推進事業

8年間に渡りSalesforceの定着化・活用促進に貢献

200名

在籍人数

取引実績

Sales Cloud

Pardot

Service Cloud

Tableau

Quip

Experience Cloud 300社
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アジェンダ

Salesforce
活用の実態

事例で学ぶ まとめ
～定着活用を進めるために～
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Salesforce活用の実態
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Salesforceを

活用できていますか？



ユーザーの声、抱える課題、本音
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利用方法が分からない 利用目的が分からない 入力が面倒だ

業務実態に
合っておらず使い辛い

EXCELの方が
使いやすい

ユーザーの課題



ユーザーの声、抱える課題、本音
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Salesforce管理者の課題

兼務が多く
時間を割けない

ノウハウが無く
実装ができない

実現範囲が分からない

ユーザートレーニング
ができない

運用方法とシステム
の整合が取れない



ユーザーの声、抱える課題、本音
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活用推進担当者の課題

現場不満が多く、
どうすべきか分からない

どの様に活用してけば
良いかわからない

ユーザーが使ってくれない

ROIが出てるか分からない データの活用ができない
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Salesforce導入企業の活用状況アンケート（550名）

28.7%

53.4%

11.0%

3.1% 3.7%

かなり活用できてる

まぁまぁ活用できてる

活用できてない

「かなり活用できている」または
「まあまあ活用できている」が約80%

48.4%

40.7%

10.9%

難しいと感じる

難しいと感じない

わからない

「難しいと感じる」または
「わからない」が約60%

QSalesforceを使って業務することは
難しいと感じますか?

Qあなたのお勤め先では
Salesforceは活用されていますか?
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Salesforce導入企業の活用状況アンケート（550名）

28.7%

53.4%

11.0%

3.1% 3.7%

かなり活用できてる

まぁまぁ活用できてる

活用できてない

全く活用できてない

活用どころか誰も使ってない

Q あなたのお勤め先ではSalesforceは活用されていますか?

「かなり活用できている」または
「まあまあ活用できている」が約80%

48.4%

40.7%

10.9%

難しいと感じる

難しいと感じない

わからない

Q Salesforceを使って業務することは難しいと感じますか?

「難しいと感じる」または
「わからない」が約60%

Salesforceを利用している企業のうち、

活用できていると回答したのが約80%に対して

Salesforceが難しいと感じている人は約60％

加えて、多くの企業に直接聞いてみると全員ではな

いものの入力はしているとの回答が多い
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なぜ、こういった課題が発生するのか
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定着、活用されない原因

①導入がゴールになっている

②難易度が高い

③定着活用を推進する体制がない
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定着、活用されない原因：①導入がゴールになっている

検討には多くの時間を割き、
導入中は高いモチベーションでプロジェクトが進むものの
システムがリリースがゴールとなってしまう場合が多い

利用検討～契約
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定着、活用されない原因：①導入がゴールになっている

経営層

管理者層

現場層

具体的なゴールが設定されないまま、
導入を決定

曖昧なまま導入や運用を
託されてしまう
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定着、活用されない原因：②難易度が高い

専門/効率化ツール

バックオフィス
ツール

SFA/CRM

端末管理ツール

様々な利用用途、活用方法があるのがSalesforce。
故に難易度が高い。

活用
モチベー
ション

必要

不要

利用
イメージ

分かり
やすい

利用
イメージ

分かり
にくい

定着

難

定着

易
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定着、活用されない原因：③定着活用を推進する体制がない

Salesforceの活用に知見を持った技術者が市場に少なく、
運用・定着・活用の為の体制がない

IT部門 各部門/各課のメンバー

利用部門管理部門

外部委託先

・使い方わからない
・なんでこんな作りなの？

・何のために入力するかわからないので、
使い慣れたツールをつかいたい

・そもそも誰に問い合わせたらいい？

活用がすすまない状況に……

お任せ

専任の管理者いないし、よくわからない。。



19

定着・活用の成功事例をご紹介します



日本環境クリアー株式会社様の事例

課題
⚫ ユーザーのログイン率と活用率が低迷
⚫ Salesforceのノウハウを持った管理者が不在
⚫ 蓄積する課題の解消が進まない

セラクの役割

Salesforce
設定担当者

各部門/各課の
メンバー

各部門/各課の
メンバー

各部門/各課の
メンバー

各部門/各課の
メンバー

各部門/各課の
メンバー

プロジェクト
責任者

活用チーム
推進リーダー

管理部門 利用部門

各部門/各課の
メンバー

Salesforceに関する検討～実装全てにおける推進役を担う

・実務への伴走による内製管理の立ち上げ支援
・ユーザーへの活用定着化支援

• Sales Cloudの定着
• ユーザー数 50名



日本環境クリアー株式会社様の事例

Salesforce
設定担当者

各部門/各課の
メンバー

各部門/各課の
メンバー

各部門/各課の
メンバー

各部門/各課の
メンバー

各部門/各課の
メンバー

各部門/各課の
メンバー

プロジェクト
責任者

活用チーム
推進リーダー

管理部門 利用部門

・実務への伴走による内製管理の立ち上げ支援
・ユーザーへの活用定着化支援

導入後の効果

セラクの
定着・活用

支援

⚫ 課題整理と優先順位設定のファシリテーション
⚫ 業務説明によるSalesforce設計方法の提案～実装サポート(内製化)
⚫ システム管理者向けSalesforceの機能説明会を実施(内製化)
⚫ ユーザー利活用支援→定期勉強会の実施、トレーニングやクイックな

コミュニケーションによるユーザーモチベーション醸成

⚫ スピード感のある蓄積課題の解消
⚫ 課題の解消を通したOJT式管理者トレーニングでの内製化を実現
⚫ ユーザーへの支援を通した、ログイン率とレポート利用率の向上

• Sales Cloudの定着
• ユーザー数 50名



課題
⚫ トップダウンでのSalesforce導入に伴い、現場での定着が進まない
⚫ ITリテラシーにばらつきのあるユーザーへの、定着化・利活用のノウハウとリソース

の不足

某化学メーカー様の事例
• Sales Cloudの定着、部門展開
• ユーザー数 1,500名

セラクの役割

Salesforce
開発担当者

IT部門

各部門/各課の
メンバー

各部門/各課の
推進者

各部門/各課の
推進者

各部門/各課の
メンバー

各部門/各課の
メンバー

プロジェクト
責任者

活用チーム
推進リーダー

主管部門 利用部門

ユーザー
支援担当

各部門/各課の
推進者

Salesforceの定着化～部門展開を担うポジション

Salesforce全社活用支援
～定着化支援から新規部署導入まで～



導入後の効果

セラクの
定着・活用
支援

⚫ 問合せ対応の傾向値分析とユーザーヒアリングによる勉強会コンテンツの企画・実施
⚫ 業務内容～営業方法のヒアリングによる新部署へのSalesforce導入支援
⚫ 必要に応じたAppExchangeの選定・提案～導入～サポート支援
⚫ ユーザーへの能動的な改善ヒアリング、ダッシュボードへの資料代替の提案活動
⚫ KPIの提案・質問会の定期開催

⚫ ユーザーへの導入～定着化・利活用支援の一体型PJの運営により利用ユーザ数
⚫ 30名→1600名まで増加
⚫ AppExchangeや関連製品導入による業務効率化

IT部門

各部門/各課の
メンバー

各部門/各課の
推進者

各部門/各課の
推進者

各部門/各課の
メンバー

各部門/各課の
メンバー

プロジェクト
責任者

活用チーム
推進リーダー

主管部門 利用部門

ユーザー
支援担当

各部門/各課の
推進者

Salesforce
開発担当者

某化学メーカー様の事例
• Sales Cloudの定着、部門展開
• ユーザー数 1,500名

Salesforce全社活用支援
～定着化支援から新規部署導入まで～



株式会社ラストワンマイル様の事例 • Service Cloudの導入・定着
• ユーザー数 約300名

・活用改善に向けた業務実態に適応したSalesforceの環境改善
・広範囲に及ぶユーザー支援による定着化支援

課題
Salesforceの定着推進体制の不足による、

１，ユーザー要望や実業務オペレーションに対する認識齟齬
２，リリース後のユーザー支援不足

（QA対応・トレーニング実施・マニュアル整備・運用ルール改善）
セラクの役割

①現場業務への理解と②Salesforceの実装経験あるパイプ役として、
開発チームと利用ユーザの間に立ち、円滑なSalesforce普及を行う機能を担う

Salesforce
開発担当者

IT部門

各部門/各課の
推進者

各部門/各課の
メンバー

各部門/各課の
推進者

各部門/各課の
メンバー

プロジェクト
責任者

運用チーム
推進リーダー

業務コンサル・開発・保守チーム ユーザー部門

ユーザー支援担当

各部門/各課の
メンバー

各部門/各課の
推進者



導入後の効果
⚫ 現場オペレーションの実態に即したSalesforce改修・改善活動による利活用支援
⚫ 主管部門の負荷軽減によるSalesforce管理体制の最適化貢献
⚫ 定着化の為の、ユーザー活用ルール（運用ルール）の是正

セラクの
定着・活用

支援

⚫ 『開発チーム ⇔セラク（2名）⇔ ユーザー』というポジションでの顧客常駐型支援
⚫ 活用、定着に向けたユーザー要望のヒアリング

→改修時の影響調査→優先度設定→改修依頼・ディレクション
⚫ 定着化サポート

→軽微な改修対応や運用ルールでの回避策提示
⚫ 運用ルールの是正対応（業務詳細とシステム環境を把握してるセラクだからこそ！）

・活用改善に向けた
業務実態に適応した
Salesforceの環境改善

・広範囲に及ぶユーザー支援による
定着化支援

株式会社ラストワンマイル様の事例 • Service Cloudの導入・定着
• ユーザー数 約300名

Salesforce
開発担当者

IT部門

各部門/各課の
推進者

各部門/各課の
メンバー

各部門/各課の
推進者

プロジェクト
責任者

運用チーム
推進リーダー

業務コンサル・開発・保守チーム ユーザー部門

ユーザー支援担当

各部門/各課の
メンバー

各部門/各課の
推進者

各部門/各課の
メンバー
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まとめ
定着・活用を進めるために
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定着活用を進めるために

①導入がゴールになっている

②難易度が高い

③定着活用を
推進する体制がない

立ち返って定着活用の再設計

定着活用の体制を構築
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定着活用を進めるために

①導入がゴールになっている

②難易度が高い

③定着活用を
推進する体制がない

立ち返って定着活用の再設計

定着活用の体制を構築
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定着活用を進めるために：①導入がゴールになっている

検討には多くの時間を割き、
導入中は高いモチベーションでプロジェクトが進むものの
システムがリリースがゴールとなってしまう場合が多い

Salesforceを使い続ける限りなくならないフェーズ
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定着活用を進めるために：①導入がゴールになっている

導入 運用

ゴールになっている≒曖昧になっている
→なので活用が進まない

運用

再設計

再設計



定着活用を進めるために：①導入がゴールになっている
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業務改善定着化事前準備(設計)

推進チームの体制・役割の明確化

ゴールの明確化

目標・戦略・活動に即したKPIの設定

レポートダッシュボードと入力画面の設計

運用ルールの明確化

トレーニングの実施

現場の不満の吸い上げと改善

マネージャーに利用してもらう

利用状況を見ながらのアクション

現状を可視化・ボトルネック改善

社内外のベストプラクティスの横展開

事前準備にはその後の運用を左右する重要な事柄が含まれており、

多くの企業がこのフェーズに課題アリ

運用開始前に
やるべきこと



定着活用を進めるために：①導入がゴールになっている
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業務改善定着化事前準備(設計)

推進チームの体制・役割の明確化

ゴールの明確化

目標・戦略・活動に即したKPIの設定

レポートダッシュボードと入力画面の設計

運用ルールの明確化

トレーニングの実施

現場の不満の吸い上げと改善

マネージャーに利用してもらう

利用状況を見ながらのアクション

現状を可視化・ボトルネック改善

社内外のベストプラクティスの横展開

再設計
定着に向けた準備

再設計はシステムの設計ではなく、Salesforce特有の

ゴール設定、定着に向けた施策の実行が重要
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定着活用を進めるために

①導入がゴールになっている

②難易度が高い

③定着活用を
推進する体制がない

立ち返って定着活用の再設計

定着活用の体制を構築



定着活用を進めるために：②難易度が高い、③定着活用体制がない

ゴールの明確化推進チームの体制・役割の明確化 目標・戦略・活動に即したKPIの設定

運用ルールの明確化レポートダッシュボードと入力画面の設計 トレーニングの実施

問題を解決するための課題が明確

やるべきことが明確である

やるべきことは下記を満たしている
・誰にでも分かるようにシンプル
・曖昧な表現を使わない
・数値で明示されている
・内容が他責になっていない

34

下記を網羅したトレーニング実施
・経営層からのコミットメント
・導入目的/実現プランの説明
・運用ルールの説明
・利用手順
・展開スケジュール
・問合せ方法介

継続してトレーニングできる環境があ
る

具体的かつシンプルな内容である

入力に猶予を持たせてある

下記が明確になっている
・Who 誰が︖ ・When いつ︖
・Whereどのオブジェクト/どの項目︖
・What 何を︖ ・How どのように︖

（やめる業務も明確になっている）

組織として到達すべきゴール・
あるべき姿が明確な状態

プロジェクト責任者がいる

プロジェクト推進リーダーがいる

利用部門推進者がいる

Salesforce設定担当者がいる

全員が共通のゴールを目指している

トップの理解と協力を得られる

誰が・いつ・何を見るのか明確である

目標・戦略に沿った行動がとれている
か状況を可視化・把握できる

可視化された状況をみて目標達成に近
づいているかどうか確認・会話できる

推進チームの構築が何より最初の1歩。



定着活用を進めるために：②難易度が高い、 ③定着活用体制がない

ゴールの明確化推進チームの体制・役割の明確化 目標・戦略・活動に即したKPIの設定

運用ルールの明確化レポートダッシュボードと入力画面の設
計

トレーニングの実施

問題を解決するための課題が明確

やるべきことが明確である

やるべきことは下記を満たしている
・誰にでも分かるようにシンプル
・曖昧な表現を使わない
・数値で明示されている
・内容が他責になっていない
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下記を網羅したトレーニング実施
・経営層からのコミットメント
・導入目的/実現プランの説明
・運用ルールの説明
・利用手順
・展開スケジュール
・問合せ方法介

継続してトレーニングできる環境があ
る

具体的かつシンプルな内容である

入力に猶予を持たせてある

下記が明確になっている
・Who 誰が︖ ・When いつ︖
・Whereどのオブジェクト/どの項目︖
・What 何を︖ ・How どのように︖

（やめる業務も明確になっている）

組織として到達すべきゴール・
あるべき姿が明確な状態

プロジェクト責任者がいる

プロジェクト推進リーダーがいる

利用部門推進者がいる

Salesforce設定担当者がいる

全員が共通のゴールを目指している

トップの理解と協力を得られる

誰が・いつ・何を見るのか明確である

目標・戦略に沿った行動がとれている
か状況を可視化・把握できる

可視化された状況をみて目標達成に近
づいているかどうか確認・会話できる

推進チームの構築が何より最初の1歩。

推進チームの体制・役割の明確化

プロジェクト責任者がいる

プロジェクト推進リーダーがいる

利用部門推進者がいる

Salesforce設定担当者がいる

全員が共通のゴールを目指している

トップの理解と協力を得られる
推進チームがないと、ありとあらゆる定
着施策の実行が進まないため、定着化～
業務改善も含めたPDCAを実現できない。



36

定着活用を進めるために：③定着活用体制がない

執行役員・プロジェクト責任者

Salesforce設定担当者

IT部門

各部門/各課の推進者

各部門/各課の推進者

各部門/各課の推進者

各部門/各課のメンバー

各部門/各課のメンバー

各部門/各課のメンバー

推進チーム 利用部門

定着・活用を推進するには内製化が重要

営業企画・推進リーダー
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急にそんな体制は用意できない…？



セラクの定着化支援サービス
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執行役員・プロジェクト責任者

営業企画・推進リーダー

Salesforce設定担当者

IT部門

各部門/各課の推進者

各部門/各課の推進者

各部門/各課の推進者

各部門/各課のメンバー

各部門/各課のメンバー

各部門/各課のメンバー

推進チーム 利用部門

お客様側に入り込んで定着活用を推進

サクセス
マネージャー

アドミン
担当



企業のSalesforce定着・活用構想の策定からその実行支援と運用における細かな改善サイクルを
支援する事でSalesforceのカスタマーサクセスを実現

実行支援定着・活用構想

定着・活用における
戦略立案～実行計画策定

Salesforce活用に必要な枠組みの策定

・推進チームの体制、役割明確化

・ゴールの明確化

・目標、戦略、活動に即したKPIの設定

・レポートダッシュボードと入力画面の

設計

・運用ルール明確化

・トレーニングの策定

ゴールと運用設計

必要機能の構築

・プロジェクト

マネジメント

・システム連携

・AppExchangeの導入

・リプレース

構築～リリース

・定着活用度の実態把握

・課題抽出

・対策、戦略立案

・実行計画の策定

・ユーザー要望ヒアリング

・機能改修

・レポートダッシュボードの

提案・作成

・運用ルールアップデート

・QA対応

アドミンサービス

Salesforceコンサルタント
による日々の細かな改善業

務実施

セラクの定着化支援サービス

※契約形態においては「1か月フル常駐型」「個別見積によるスポット型」をご用意しております
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さいごに

Salesforceを導入されて少しでも定着、活用に悩んでいる
皆様の少しでもお役に立てれば幸いです

サービスサイト 無料相談 資料請求

「セラク Salesforce」で検索してください。



無料相談のご案内

「セラク Salesforce」で検索してください。
https://www.seraku.co.jp/sf-admin/


