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創業当初から事業の中核を担ってきた
組込系、制御系ソフトウェア開発における「先進技術力」と、
流通業・製造業・金融業などの
お客様への業務系ソフトウェアにおける「システムインテグレーション力」は、
グローバルな競争時代を勝ち抜く ビジネスイノベーションとものづくりを支えています。

この2本柱に、研究開発や共同開発で培った「プロダクト提供力」 を加えた3つの強みが、
当社の持続的成長力の源泉です。

会社紹介

名 称 富士ソフト株式会社 東証一部上場 （証券コード番号9749）

本 社 〒231-8008 神奈川県横浜市中区桜木町1-1

設 立 昭和45年5月15日

資 本 金 262億28万円

売 上 高 単体 1,640億94百万円 連結 2,409億53百万円（2020年12月期）

従業員数 単体 8,667名 連結 15,756名（2021年6月末現在）
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新技術への果敢な取り組み

AIS-CRM（アイスクリー ム）

AI、IoT、Security、

Cloud、Robot、Mobile

AutoMotive

これまで培ってきた技術とソリューションを融
合し、いままでにない付加価値と、新たなビジ
ネスチャンスを創出していきます。
そして、国内外のお客様への最適なサービス、
プロダクトを通じて、新たな価値を社会に提供
いたします。
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阿部 謙太郎

富士ソフト株式会社
金融事業本部
デジタルソリューション部
部長

登壇者紹介
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1. って、知ってますか？
 本日ご紹介する“VYMO”のアウトラインです。
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2013年に、インドで「Yamini Bhat氏」と「Venkat Malladi氏」によって設立。

モバイル端末や携帯電話から日々の営業活動を自動取得することで、

より効率的な売上の向上を目的とした、“現場主体”のソリューションを提供している。

現在は、インド・アメリカ・シンガポール・オーストラリア・日本でオフィスを展開しており、

各企業のビジネスに合わせた、柔軟かつ豊富なカスタマイズが可能となっている。

ステータス

◼ 本社

インド

◼ 国内実績

2社(損保・生保)

◼ 設立年

2013年

◼ 企業特徴

営業活動自動取得

CRM/SFAエンリッチメント

◼ ターゲット業界

金融/保険業界

ヘルスケア業界

物流業界

製造業界

◆ 会社紹介
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の強み

1. って、知ってますか？
 富士ソフトと“VYMO”で解決できると考える、ペインポイントです。
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グッドポイント ペインポイント

富士ソフトが補強

1. 現場社員に利用されない

2. 業務量が増加している

3. 入力/作成すべき情報や資料が多い

4. Salesforceの管理/運用が追い付かない

5. 活用目的が不明で有効活用されない

1. 営業ノウハウを共有

2. 顧客満足度の向上

3. 社員の効率的な管理と活動の透明化

4. 顧客データを一元管理し営業を効率化

• 社員の活動を自動検知

• Salesforceの型に合わせ検知内容を自動連携

• 既存利用ツールにVYMOを柔軟にカスタム

• 日本市場における“VYMO”の販売促進

• 導入時のカスタムSIを担当

• 導入後の継続的なサポート
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Microsoft365

7

営業

• スケジュール管理

• お客様先訪問/Zoom会議

• メール/電話/Lineでの

営業内容履歴

• デスクワークなど

既
存
利
用
ツ
ー
ル

既
存
業
務

GPSによる活動履歴

/電話発信履歴/電子

メールの送受信/カレ

ンダーイベント

/ZOOM履歴

/LINEWorks履歴/

音声入力による入力

も可能

VYMO上で営業担当者の
活動を自動検知

お客様の業務/
利用ツールに合
わせてVYMO
をカスタマイズ

スマートフォン

1. Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅへ自動入力で、従業員の負担を軽減

2. VYMOを各企業のSalesforceの構成ごとに

カスタムすることで、既存業務とも共存

3. Salesforceに蓄積されるデータが潤沢化

Salesforceの機能を、最大限発揮

VYMO導入後のSalesforce

自動検知： VYMO上での各営業担当者の活動検知 自動連携： お客様が利用中の他システムと連携

・入力する情報が多く他の作業/管理が追い付かない

・Salesforceの導入で、かえって業務量が増加

・情報は部分的に蓄積されるため、有効活用されない見込顧客
リスト

見込顧客
登録

初期連絡 初期訪問
継続的
コンタクト

継続的
営業活動

案件化
契約

又は失注

手入力

営業マネージャー

営業

未入力

入力

Salesforceを導入しても

入力が手間でフル活用できない

Salesforce導入に伴う課題ASIS

TOBE

1. って、知ってますか？
 ASISとTOBEをご説明いたします。

Gmail

zoom

LINE

Outlook

Google
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2.当社の考えるフルクラウド・コンタクトセンター
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顧客管理 インシデント管理 購買履歴トークスクリプト 人工知能ナレッジ

CTI連携

通話録音
(クオリティモニタ)

IVR
(音声ガイダンス)

CTI IP-PBX

音声インフラ（Cloud CTI）

ACD
(ルーティング)

電話問合せ メール問合せ Web FAQチャット Web RTC

当社が従来考えていた、フルクラウド・コンタクトセンターをご紹介します。

Salesforce

Amazon Connect



One More thing..
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3.当社ソリューションのご紹介

SalesforceThings AWS

技術チーム

サポートセンタ
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フルクラウド・コンタクトセンター

Field Service LightningAWS IoT Core

Amazon Connect
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4.本日お伝えしたいこと

SalesforceThings AWS

技術チーム

サポートセンタ
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フルクラウド・コンタクトセンター

Field Service LightningAWS IoT Core

1. “Salesforce” × “VYMO”のご紹介

2. コンタクトセンター業務もできる営業担当者

3. 1ヵ月で実現するフルクラウド・コンタクトセンター




