
お客様の期待の一歩先を実現する中小企業の顧客接点改革

～ 社員とのつながりから顧客とのつながりへ ～

株式会社atsumel
代表取締役 鳥居 儀彰



株式会社atsumel 代表取締役

2007年 人材サービス会社インテリジェンス（現：パーソルキャリア）に新卒入社

2009年 父の経営する不動産会社へ転職

2014年 不動産販売の子会社（現：sumarch）の代表取締役に着任

2018年 atsumelにてSalesforceパートナー開始

自己紹介

株式会社sumarch 代表取締役

鳥居 儀彰



組織について



愛知県全域で不動産仲介、注文住宅、リノベーション事業を展開

不動産流通事業

リノベーション事業

注文住宅事業



直近3年間の推移

直近3年間の売上高は毎年20％超の成長を継続

営業利益は3年前わずか800万円から、前期約2億円まで増加



2009年 入社当時、社内のITツールはメールとエクセルのみ
売上も思うように作れず、何をすれば良いのか見えない状況

新卒を迎い入れた一年で経営のたくさんの問題を痛感
この会社にいる理由、入社する理由を作らなくては・・・

2011年4月 新卒採用で13名が入社

しかし、集客力が無く、行動が成果に繋がらず、半年で3名の離職が発生

売上を作るために、集客に毎月大金を投下。通期で営業赤字。



10年前の状況

社員数 15名

売上高 3億円

営業損失 -2,000万円

営業所 4拠点

毎週の険悪ムードの営業会議
1週間の行動計画の確認と案件報告

毎朝口頭での予定共有
ルールなく、日中の行動が不明

エクセルでの管理で、週次更新
アプローチ、シナリオが見えない

目標未達、時間担保で残業月100時間超
未来に明かりが見えない状況

集客はチラシとポータルに依存
営業1人当たりの新規顧客は月2-3件

チラシ作成と週末待機ルーティン
平日はひたすらポスティング

管理・環境の問題営業の問題集客の問題

社長

店舗 店舗 店舗 店舗

当時の組織体制 当時のWEBサイト

社長（MGR）は20代のベテランプレーヤー。
営業多忙で、個々の管理に目が届かず。



やりたいこと、やるべきことがすべてできる可能性を感じ

導入を即決。試行錯誤し、定着化に取り組みました。

何とかしなければならない中、営業を管理するサービスがあると
会計事務所より紹介を受け、Salesforceと出会う。

※導入から3年後の2015年撮影 Salesforce事例動画から抜粋

「業績右肩下がりでまずい」 「デモみて、まさにこれだ！」 「全てリアルタイムで見える！」 「共通の言語化、感覚！」

2012年 Salesforceとの出会い
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従業員数

顧客・商談・数値の見える化
STEP1

Pardot導入STEP2

成約顧客とのコミュニケーションSTEP3

オーナー向けポータルSTEP4

Salesforceの導入と軌跡



Salesforceによってあらゆる情報の「見える化」STEP1

MGR、メンバーの日々の業務にSalesforceの入力ルールを設定

カレンダーで活動を登録
対顧客の行動はすべて紐づけ

ステータス、着地、シナリオ、
決定確度と感覚をルール化

定例会議は不要。隔週で不足の
リカバリーとを確認する会議へ

ダッシュボードで、案件、実績、
が常に見える。数字意識が定着

導入1年で脱赤字

「エクセル禁止、未入力は罪、メンバーの未入力はマネージャーの罪」

毎朝口頭での予定共有
ルールなく、日中の行動が不明

エクセル管理、週次更新
アプローチ、シナリオ見えない

行動改善

険悪ムードの営業会議
行動計画の確認と案件報告

目標未達、残業月100時間超
未来に明かりが見えない状況

管理・環境の問題

環境改善

営業の問題



STEP1の成果STEP1の成果
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営業1人当たり月次実績ゼロの件数

顧客、商談、営業内容を見える化したことで

月次実績ゼロは50％低下、新人年間実績 800万円→2,000万円と2倍以上に

60件→35件



インサイドセールス（IS）の稼働とMA「Pardot」の利用を開始

STEP2

反響数・商談数の増加に専念
WEBサイト集客が主力に

WEB集客への大転換

集客はチラシとポータルに依存
営業1人当たりの新規顧客は月2-3件

チラシ作成と週末待機ルーティン
平日はひたすらポスティング

集客の問題

目標未達、残業月100時間超
未来に明かりが見えない状況

環境の問題

営業は商談と成約に集中
残業は50％以上減少

営業活動の問題

環境改善集客改善

営業だからできる集客
制作・ポスからの脱却

活動改善



成約顧客とデジタルの接点を持つ

建築現場での問題が、担当者に依
存し、埋もれてれてしまう

STEP3

現場毎にchatterグループを作成
建築フェーズごとに写真を投稿

担当者と施主様の1対1で、言った言
わない等のトラブルが発生。

施主様を現場chatterグループに招待
関係者、管理者で投稿内容を確認

工事現場の見える化

現場の進捗が見えない 施主様 対 担当者

顧客状況の見える化

現場撮影 投稿 お客様

お客様とSalesforceで会話をする



顧客デジタル接点の拡大

・定期メンテナンスのはがき通知
・予約が入らない場合は、電話催促
・申請書面等の質疑連絡の対応。

STEP4

・点検日の確認が可能
・予約フォームで手間省略
・FAQの確認

お引渡し後・媒介契約後のお客様のためのポータルサイトを作成

・販売活動の報告のメール送付
・漏れによるトラブル
・対応履歴の管理体制

・入力と連絡の2重の手間を解消
・他社とは異なる訴求が可能
・FAQの確認

アプリ化には多額の費用がかかるため、Salesforceで構築
某社：初期200-300万円 毎月20万円～

手間のかかるルーティン業務

デジタル接点による顧客満足の向上

施主様向け 売主様向け



アクティビティ管理

閲覧履歴把握
反響管理

スコアリング
媒体別反響

商談管理
商談プロセス
活動管理

パイプライン管理

売上管理
受注管理
予実管理

アフターフォロー
紹介獲得活動

メンテナンス管理

経営管理
経営ダッシュ

ボード
事業分析
顧客分析
売上分析

メールマーケティング

反響に応じた1to1
メール

一斉メール

追客プロセス管理
インサイドセール

ス

商談推進
営業支援

社内専門家との連携
社内ナレッジ活用

パフォーマンス管理

エリア/担当店舗
サポートプログラム

外部向け活用支援
社内外協業

採用管理
採用進捗管理
応募者数

キャンペーン
マネジメント
作成と実行管理

営業連携
営業部門への送客
失注情報の掘り起

こし

地図連携
活動情報の可視化

成約後アンケート
満足度評価、分析

オーナーズクラブ
Communityポータ
ルによるコミュニ

ケーション

棚卸資産の管理
物件情報管理
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商談 成約／失注 アフターサポート 経営追客マーケティング

Salesforceで全社横断の情報管理Salesforceで全社横断の情報管理

10年間であらゆる情報をSalesforceに集めました



組織事業の成長に伴ってSalesforceの活用は進化できる

✓ 顧客対応の把握
✓ 個人、チームとしての不足の把握
✓ ルール、仕組みづくり
✓ 実績や活動内容や量を把握

顧客・商談・実績の見える化

✓ LTV（顧客生涯価値）の向上
✓ 顧客とのつながりを会社として管理
✓ 安心と信頼を与えるPRの場
✓ マーケティングの新たな役割の創造

顧客接点の変革へ

顧客接点を増やす

ポイント制度の構築

カンタン顧客紹介

メンテナンスアンケート 契約書の管理

見学会のモニター募集

SMSの利用

まとめ

数値の意識・不足の把握ができたことで
あらゆる「あたりまえ」「基準」が向上 Salesforceを通じて顧客満足を高める術を考える

〈評 価〉数値に基づいた目標設定の定着化
〈反響数〉毎月の新規商談300件超
〈離職率〉 30％→8％
〈報 酬〉直近3年は年収10～30％増


