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製造業界のトレンド

製造業は新たな環境に
適応しているか

Salesforce Industry Insights

https://www.salesforce.com/content/dam/web/ja_jp/www/documents/industries/manufacturing/mfg-report-final-version.pdf



顧客対応業務は変化している
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新型コロナウイルスの長期化が製造業者に及ぼした影響
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製造業界を取り巻く変化は
永続的である

回答者の半数以上が、
「顧客対応」が持つ役割は今後も
変化していくだろうと考えています。

3.5倍
市場の変化に素早く対応でき
る将来対応方の製造業者
（未対応型の製造業者比較）

変化にすばやく対応するための
備えが重視されている



Salesforce
製造業向けソリューション戦略
永続的な変化へ対応するデジタル体験



Salesforce for Manufacturing
バリューチェーン全体で統一されたデジタル体験

サービス体験の
変革

データをインサイトとアクションにつなげる

コンタクトセンターからフィー
ルドの技術者、お客様に至るま
で、より早くよりスマートなサ
ービス体験を提供します。

パートナーとの
エンゲージメント向上

販売パートナー重視の体験を
メーカーが提供。タイムリー
かつパーソナライズされた情
報提供よりメーカーとの関係

を強化します。

未来の働き方
支援

従業員の生産性、エンゲージメ
ント、アジリティを向上させ、
どこにいても仕事ができる

モダンな働き方を提供します。

営業オペレーション
のモダナイズ

商談からオーダー管理まで、

お客様の営業・販売ビジネス全
体を管理。営業活動と需要予測

業務を連携します。

レガシーシステムを統合し、AI、アナリティクス、
Salesforceプラットフォームを活用して、より優れた意思決定と実行を可能にします。



Salesforce for Manufacturing
バリューチェーン全体で統一されたデジタル体験を提供
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Salesforce for Manufacturing
バリューチェーン全体で統一されたデジタル体験

サービス体験の
変革

データをインサイトとアクションにつなげる

コンタクトセンターからフィー
ルドの技術者、お客様に至るま
で、より早くよりスマートなサ
ービス体験を提供します。

パートナーとの
エンゲージメント向上

未来の働き方
支援

従業員の生産性、エンゲージメ
ント、アジリティを向上させ、
どこにいても仕事ができる

モダンな働き方を提供します。

営業オペレーション
のモダナイズ

商談からオーダー管理まで、

お客様の営業・販売ビジネス全
体を管理。営業活動と需要予測

業務を連携します。

レガシーシステムを統合し、AI、アナリティクス、
Salesforceプラットフォームを活用して、より優れた意思決定と実行を可能にします。

販売パートナー重視の体験を
メーカーが提供。タイムリー
かつパーソナライズされた情
報提供よりメーカーとの関係

を強化します。

Partner Relationship Management



製造業における販売パートナーの重要性
メーカーが顧客と直接つながる取り組みも重要である。
しかし、販売パートナーなしにはビジネスの成功はありえない。

Footnote

49%
グローバルの

B2Bビジネスにおける
販売チャネルからの

売上割合

出典：Forrester社、『It’s Time to Enable Your Channel Partners for Evolved Selling』（2018年）
、『Channel Software Tech Stack』（2021年）

施工
メンテ
ナンス

マーケティング、サービス

IoT稼働監視



パートナー数が多く、リベートを含めた取引管理の透明性が欠如

販売パートナーの管理は複雑

10～50%
売上との関連性が

明らかでないまま支払われている
インセンティブの割合

3 | 成功の妨げとなる
レガシーツール

49%
間接販売チャネルからの

B2B売上の割合

1 | 間接販売の重要性

176
平均のチャネルパートナー数

2 | 複雑なチャネル
パートナー管理

出典：Forrester社、『It’s Time to Enable Your Channel Partners for Evolved Selling』（2018年）、『Channel 
Software Tech Stack』（2021年）



販売パートナーの期待
は変化している

※2 Salesforce Research『コネクテッドカスタマーの最新事情』(2020年)

企業は、消費者が望むものと
同様のエクスペリエンスを
求めている

透明性の向上

デジタルへの移行

価値観の変化

販売パートナー

の

ビジネスパートナーは
日々の営業活動が

トランザクションに
追われているだけと

感じている ※2

※1 Accenture 「SERVICE IS THE NEW SALES 2019」より引用

73%



Partner Relationship Management(PRM) の成功ポイント

メーカーにおける要件は、パートナーを管理する視点が強くなりがちです。
しかし、PRMを成功させるためには、パートナー視点で要件を整理することが成功のポイントです。

よくある要件 成功する考え方

商談状況を知りたい

最新の製品・サービス内容を知ってほしい

施策のROIを可視化・分析したい

商談サポートをタイムリーにもらえる

不明な点はすぐ教えてくれる

モチベーションが向上する
インセンティブが提供されている

入力負荷になるシステム

頼りになるシステム



Salesforce 
Partner Relationship Management の全体像
パートナー戦略のデジタル化を広くカバーします。

パートナーの生産性向上・利便性向上

コンテンツ
管理

パートナー協業

見込み顧客管理

マーケティング 顧客サポート管理

商談管理

問い合わせ管理

パートナーのパフォーマンス管理

パートナープロファイル管理 レポート・ダッシュボードインセンティブ管理

モバイル
パーソナライ
ゼーション

コラボレーション
プロセス

オートメーション

パートナー開発と教育

リクルーティング 新加入社向け支援

ビジネスプランニング
トレーニング / 

認定制度



デモンストレーション
Salesforce 
Partner Relationship Management



デモンストレーション 全体像

直販モデル

代理店モデル

他社 販売パートナー

顧客グローバル光学 OA販売システムズ

・
・
・

・
・
・

・
・
・

他社メーカー



デモンストレーション 全体像

直販モデル

代理店モデル

他社 販売パートナー

顧客グローバル光学 OA販売システムズ

・
・
・

・
・
・

・
・
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他社メーカー



デモンストレーション まとめ
充実したパートナー支援によって選ばれるメーカーへ

直販モデル

代理店モデル

他社メーカー 販売パートナー

顧客グローバル光学 OA販売システムズ

・
・
・

・
・
・

・
・
・



Salesforce 
Partner Relationship Management
構築のステップ



Salesforce 
Partner Relationship Management の全体像
パートナー戦略のデジタル化を広くカバーします。

パートナーの生産性向上・利便性向上

コンテンツ
管理

パートナー協業

見込み顧客管理

マーケティング 顧客サポート管理

商談管理

問い合わせ管理

パートナーのパフォーマンス管理

パートナープロファイル管理 レポート・ダッシュボードインセンティブ管理

モバイル
パーソナライ
ゼーション

コラボレーション
プロセス

オートメーション

パートナー開発と教育

リクルーティング 新加入社向け支援

ビジネスプランニング
トレーニング / 

認定制度



パートナー戦略の重要度把握

パートナー戦略上、重要だと考えられる
項目を整理して優先順位付けします。

全体を俯瞰し、パートナーと自社の両方を考慮して実行する項目とステップを定義します。

パートナー体験の変革における取り組み項目の優先順位

✕ ＝

パートナーの生産性向上・利便性向上

コンテンツ
管理

パートナー協業

見込み顧客管理

マーケティング 顧客サポート管理

商談管理

問い合わせ管理

パートナー開発と教育

リクルーティング 新加入社向け支援

ビジネスプランニング
トレーニング / 

認定制度

パートナーのパフォーマンス管理

パートナープロファイル管理 レポート・ダッシュボードインセンティブ管理

モバイル
パーソナライ
ゼーション

コラボレーション
プロセス

オートメーション

パートナーから見た重要度把握

パートナーにヒアリングし、現在の満足
度や今後の希望などを調査します。

パートナーの生産性向上・利便性向上

コンテンツ
管理

パートナー協業

見込み顧客管理

マーケティング 顧客サポート管理

商談管理

問い合わせ管
理

パートナー開発と教育

リクルーティング 新加入社向け支援

ビジネスプランニング
トレーニング / 

認定制度

パートナーのパフォーマンス管理

パートナープロファイル管理 レポート・ダッシュボードインセンティブ管理

モバイル
パーソナライ
ゼーション

コラボレーション
プロセス

オートメーション

取り組み項目の優先度付

自社とパートナーの両方を考慮して優先
度付けし、やりやすく実施効果が高いも

のから実行する。

商談管理

トレーニング/認定制度

インセンティブ管理

コラボレーション

レポート・ダッシュボード

パートナーを理解し、効果のある施策から実施。施策の評価をしながら継続的に強化していきます。



新しいパートナー体験
構築の３ステップ

パートナー重視の体験の提供を
最も革新的なメーカーはパートナーエンゲージメントによって最大限のメリットを得ています。

どのようなデジタルパートナー体験を
提供するかによって、パートナーの維持率、
ビジネスの成長は大きく変わります。




