
営業現場に徹底的に寄り添ったDXを実現！

- 時代を勝ち抜く 戦い方・働き方改革の実現方法 -

UPWARD株式会社



自己紹介
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執行役員
営業本部長
CSO（Chief Sales Officer）

石田 正樹
ishida@upward.jp

2009年 UCLA卒業後、東証一部 インターネットセキュリティ会社に入社。新規事業における
マーケティング・営業に従事した後に起業。2015年に株式会社セールスフォース・ドットコムに入社。
インサイドセールス、フィールドセールス、営業部長を経て、支社責任者として従事。
その後、Slack Japan株式会社にて自動車・ハイテク業を中心としたエンタープライズ領域を担当し、
2021年3月にUPWARD入社



今 おみくじ経営から脱却な必要な理由: 時代背景
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テレワーク時代

直行直帰・出社・テレワークの
ハイブリッド時代へ突入



今 おみくじ経営から脱却な必要な理由: 時代背景
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テレワーク時代 売手/転職市場・世代交代

直行直帰・出社・テレワークの
ハイブリッド時代へ突入

良い人材が簡単に集まらない
且 転職当たり前時代に突入



今 おみくじ経営から脱却な必要な理由: 時代背景

テレワーク時代 売手/転職市場・世代交代 業界再編

直行直帰・出社・テレワークの
ハイブリッド時代へ突入

良い人材が簡単に集まらない
且 転職当たり前時代に突入

従来のやり方（取引先・商材）では
業績の維持・向上が困難時代に突入



今 おみくじ経営から脱却な必要な理由: 時代背景
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テレワーク時代 売手/転職市場・世代交代 業界再編

直行直帰・出社・テレワークの
ハイブリッド時代へ突入

良い人材が簡単に集まらない
且 転職当たり前時代に突入

従来のやり方（取引先・商材）では
業績の維持・向上が困難時代に突入

社内外で戦い方・働き方 両面を変える必要のある時代に突入



背景
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戦い方

働き方

現 取引先・商材のみでの
売上維持・成長の限界

リモート・直行直帰を前提とした
現場運用が必要

効率的な守りの実現

新たな攻めの実現

Non Physicalな
現場コミュニケーション

Non Physicalな
現場育成・モチベーティング

必要施策（本日のアジェンダ）カテゴリ 言い変えると・・・



Attention! ただ注意が必要な 現場DXを推進する上での前提条件 ２つ
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直感的 & 楽（分かり・使い易い）

現場メリットが明確



Agenda

1. 会社概要
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会社概要



Vision

Go Smarter, Anywhere
どこでも快適に働く、をつくる

Mission

Innovation of the last one mile
現場のラストワンマイルを革新する



⚫ 営業現場のラストワンマイルを革新するクラウドサービス「UPWARD」の開発・運用を行っております

⚫ 「顧客情報の地理的可視化」「営業計画の自動作成」「滞在先や電話の活動を自動記録」により
フィールドでのラストワンマイル業務を効率化し、営業現場のDXやモバイルワークの推進いたします

Company Profile

年間売上成長率

38%
契約更新率

98.8%

Customers（一部）

Profile



BCPソリューションとして自治体支援の取り組み

熊本県災害調査支援が
地方創生SDGs優良事例に選定

熊本地震における
羅災証明書の発行業務をクラウドで支援

Sales
force
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利用するテクノロジー



テクノロジー全体像

D
活動（行動）・電話記録を

全自動インプット

C
自動集計

分析・レポーティング

A
デジタル会議

P
地理的可視化に基づいた
効率的な行動計画

顧客カルテ

既存システム

連携



３つの特徴 その1

FEATURE ONE
地図上でCRM上のデータを可視化します。効率的な活動計画、訪問活動を実現します。

未活動期間や売上規模など色分け大きさ分けして可視化。
モバイルでもストレスなく利用でき、

効率的な営業計画、訪問活動を実現します。

行くべき先を直感的に把握



FEATURE TWO
AGENTアプリにより訪問も電話も自動記録。現場での負荷を与えることなく、顧客接点データを自動蓄積します！

顧客への滞在を自動検知
詳細の報告も数タップで完了します。

取引先や商談情報も
かんたん更新できます。

３つの特徴 その2

報告はほぼ全自動

Sales
force



3つの特徴 その3

FEATURE THREE
顧客接点情報をリアルタイムで蓄積し、集計、可視化。マネージャーは新鮮かつ正確なデータに基づき具体的な指示、
アドバイスが同画面上のチャットで行えます。成約につながりやすい活動傾向を見える化し、適切なKPI設計が行えます。

UPWARDで入力したデータはリアルタイムで集計可視化が可能。
効率的かつ効果的なマネジメント、PDCAサイクルが実現できます。

集計・報告のための資料作りが不要に

活動データ分析（営業会議用の資料等） 顧客カルテ

各種レポート（週報等）
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攻め・守りの両立
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注力顧客
ポテンシャル:大

受注確度:高、商談期間:短い、注力業界など

方針＝最優先/高頻度にアプローチ

実績

ポテンシャル

重要顧客
ポテンシャル:中

古くからの優良顧客など

方針＝定期的/漏れのないアプローチ

一般顧客
ポテンシャル:小

質問ばかりの規模小さい顧客

方針＝時間があれば対応

対象外
自社に合わない顧客
方針＝捨てる

顧客の営業優先度でセグメント化

High

Low

Low High
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注力顧客
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攻め

High

Low

Low High
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注力顧客
ポテンシャル:大

受注確度:高、商談期間:短い、注力業界など

方針＝最優先/高頻度にアプローチ

実績
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対象外
自社に合わない顧客
方針＝捨てる

顧客の営業優先度でセグメント化

攻め
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Low
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実例 = 実現したい姿

Before: 行き「やすい」ところに行く営業組織 After: 行き「べき」ところに行く営業組織

とある商社の実例
2年半で営業人員を増やさずに売上 30%増、業界シェア 5位 → 3位へ



2つのセグメント化のアプローチ例

BIツール アプローチ

顧客カルテ アプローチ

既存システム

連携

直近の総額、最終発注日等を自動計算
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しかし・・・セグメント化・リスト提供だけでは実現しないので

攻め

守り
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わかりやすく可視化しつつ、ゲーム感覚で効率的 且つ 網羅的に実現する

状況が進展（訪問）したら○が小さくなる。
自動で優先順位を下げて、他の行くべき場所を示唆し、

時間を経て再度大きくなる = 仕組化

ピンをタップすると左手に基礎情報と
過去の訪問履歴を表示。

確認しつつ、行動計画・アポイント取得
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ゲーム結果はリアルタイムに集計・PDCAを循環させる



訪問活動時に発生する訪問計画の準備、訪問報告にて発生する非効率な業務を削減し、訪問量の最大化を目指すためUPWARDを採用。

UPWARDを活用することで売上向上だけでなく、既に導入していたsalesforceの課題も解決し、効果的な活用にもつながっています。

訪問における‘計画’’報告’を最小化し、訪問量の最大化を実現！導入後の訪問量 400%UP！

・訪問活動の量が少ない。

Before（課題）

・訪問計画の作成が非効率で時間
がかかる。（特に行き先選定）

・訪問先選定時間が30分から5分
に短縮。

After（効果）

・訪問実績数が2年間で400％UP!
前年比でも225%UP!

売上実績が1.4倍へ!!

・活動報告時間が1/3に削減・訪問報告は紙で提出。
複数訪問の日は数時間かかる。

売上が伸びない

ローランド ディー.ジー.株式会社様

Before

• 業種：製造業
顧客
区分 • 利用：主に既存顧客への保守目的とした

訪問活動時にUPWARDを活用

報
告

訪
問

計
画

訪
問

After

1/6

400%
UP

1/3
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マップを活用した顧客管理で効率の良い訪問営業を実現し営業量アップ!!

PayPay株式会社 様

飲食店など未開拓店舗や契約済店舗/営業の活動をSalesforceにて管理。営業はUPWARDのマップで“担当エリアの店舗分布”を事

前にチェック。当日の営業計画を立て効率化することで“営業量アップ”と、訪問先を過去情報を元に決める“質の向上”を実現。

訪問前にまずどのエリアに行くべきか地図で確認。
営業エリアを瞬時に判断し訪問活動を実施。

未
開
拓
店
舗

訪
問
２
回
目

訪
問
禁
止

要
注
意

状況を一目で把握できるので、担当者も管理者も次
に訪問すべき先が一目瞭然。グレーはクレーム店舗。

Salesforceに登録されている
店舗・顧客情報をマップで確認

訪問状況によって
地図上のポイントを色分け

導入による効果

データの品質向上により
営業量アップだけでなく

競合サービスとの差別化を実現

・訪問前に当日訪問するエリアでどのあた
りを営業するのが良いかの判断が早くで
きる。また、入れ替わりの激しい業界な
ので現場を回って得ることができる新し
い店舗情報等をその場で登録し常に最新
情報で活動を行うことが可能に。

• 業種：情報・通信業
顧客区分

• 規模：従業員数 約2,000名
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地図上の顧客情報から’効率’’質’のよい営業活動エリアを特定！他社にない速さで営業展開！



Ref: 更なる新規開拓のための新たな取組み - 新規出店データベース連携 -
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連携

最新の新規設立・出店情報と同期
最新データを顧客へ提供

顧客にてターゲットとなる
業種・業態を絞り込み

毎月 自動的に同期・地図ピン立て
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Non Physicalな現場マネジメント



現場コミュニケーション
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現場の追加の手間なしに現場状況を一目で誰でも把握が可能
→ 直接的なコミュニケーションがなくとも相互理解できる前提



現場育成・モチベーティング
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グラフ・日報レポート情報

現場報告が
自動展開！

同画面 横のチャットでワンチーム・コミュニケーション

上司コメント・賞賛

同僚コメント
情報共有依頼

本人コメント

別部の部長
部内メンバー指示

本部長コメント

本人資料シェア

事実・報告をベースにした同一画面上でのコミュニケーション
→ 会議がなくとも場所を選ばず、リアルタイムに育成・モチベートし合う基盤



現場育成・モチベーティング

34

新入社員は全員でカバー・育てる 全員野球・離れていてもワンチーム

担当が資料確認を依頼

上司が即座にレビュー

同僚が追加の
参考資料を共有

他部署の人間が
更にサポート

上司である課長

他部署の同僚

他部署の部長

社長

支店長
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まとめ
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トコトン営業現場に寄り添ったDX施策を通じて、
変化の激しいネクストノーマル時代を生き抜くための営業改革を共に実現しましょう！



UPWARD株式会社

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町11-9

ザ・パークレックス小網町第二ビル3F
TEL：03-5623-2241 FAX：03-5623-2242

https://upward.jp 


