
営業を科学し、生産性を向上させる、営業マネージャー向けホワイトペーパー
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新卒営業は、
ITツールで育成する。

1年で戦力化を目指す

株式会社プレコフーズ
ノウハウの共有で得た、若手の急成長

導入事例

eセールスマネージャー
3つの特長

製品紹介

育 成

I T



ところが、

「新人育成のための時間がない」

「育成ノウハウを持つ社員が限られている」

「育成が属人的になり、育ち方にばらつきがある」

など、育成にはさまざまな課題が存在しています。

今号では、育成担当も兼ねる管理職のみなさまに

営業支援ITツールを活用した新人育成方法を紹介。

直感や経験に頼らず、

蓄積されたデータによって誰でも効率的にできる

育成システムを紹介します。

はじめよう、

脱・属人化育成。

新卒営業は、
ITツールで育成する。

1年で戦力化を目指す

育 成

I T
新卒の研修期間も終わり、本格的に業務に就きはじめ、

いよいよここからが育成の本番。
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協調性は高いが

主体性が低く受動的

他者との比較や順位付けが苦手で自ら
進んで動かない。出る杭になりたがらな
い、消極的な行動が多い。

態
生
の
員
社
卒
新

慎重に空気を読む

控えめ内弁慶タイプ

意思表示やリアクションは控えがち。気
心が知れた仲間内での交流は得意だが
自ら進んで発信することは苦手。調和を
保つことに長けている

キャリアアップに関心が薄い、

「私生活重視」型

プライベートな時間を何よりも大切に
し、仕事はほどほどに取り組む傾向。管
理職や経営層へのキャリアアップには関
心が薄いことが多く、人との競争を好ま
ない。

協調性が高く、調和を保つことに長けている一方、主体性や外向性は低め。仕事へのスタンスは「安定志向」「私生活重視」で、「行動
性」「競争性」「仕事の負荷量に対するストレス耐性」などは低い。

引用元:キャリコネニュース「2018年新入社員の特徴「リアクションが薄く、読み取りづらい」 育成ポイントは「具体的な目標設定の提示」」より引用



eセールスマネージャーとは?

eセールスマネージャーは使いやすさと多機
能さ、アフターサービスの良さが特長の、
導入実績5,500社超、185業種以上で採用
されているCRM/SFAツールです。

0 3

導入実績5,500社超のCRM/SFAツール

［イーセールスマネージャーリミックス］

器
兵
密
秘
の
成
育

CRM／SFAとは?

CRM／SFAとは、マネジメントや売上予測・分析などを行い組織営業力を底上げする営
業生産性向上のためのITツールです。複雑で大量の案件を管理する機能や、マネジメント
に最適な売上予測や分析のための機能、そのほかメッセンジャーや地図、スケジュールな
ど営業活動を「見える化」するさまざまな機能が搭載されたツールのことです。

上記のITツール「eセールスマネージャー」を駆使して次ページより新卒営業の育成方法をご紹介します。

利用継続率

95%185 業種
以上

採用業種

※弊社実績並びに
　日本標準産業分類に基づく

社
超5,500

導入実績



eセールスマネージャーを使った
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自らの課題を見極め、目標達成に向けて自主的に行動

ドリルダウンで
詳細を確認

ダッシュボード画面

営業活動を日報にて入力すると、受注予定金額を積み上げ
たグラフが自動生成。可視化することができます。さらに気
になるデータはグラフをクリックすることでドリルダウンさ
れ、案件詳細を確認することが可能。

課題が浮き彫りになり、具体的な行動につながる。

ダッシュボード画面にて目標までどれだけ数字が足りてい
ないのか、何ができてないのかを確認し、ドリルダウンで各
案件の詳細を確認。目標達成するために確度の高い顧客へ
営業をかけるなど、「見える化」で課題と課題解決のための
具体策を練ることが可能となり、指示を出されなくても自ら
考え行動する主体性が身につきます。

1
case

1年で戦力化!
新卒営業の
育て方

主体性は低いが、逆算思考が得意で効率的で生産性の高い仕事の進め方を好む傾向がある新卒営業。
その特性を活かし、逆算思考から目標設定を促します。

前ページで紹介した「新卒営業」「eセールスマネージャー」の
特徴を踏まえ、具体的な育成方法を課題ごとに説明します。

主体性が低く、受動的で目標をもてない新人の育成

グラフの生成によって新人の力が見える化。案件の詳
細からどのように進めていくかなどのアドバイスやベー
スアップのフォローができる。

マネージャーの目線では



■ ITツールを使った新人育成のヒントが!詳しくは https://www.e-sales.jp/casestudy/eセールスマネージャー 導入事例 検 索

得意なSNSで、年代や属性が違う先輩社員とも円滑な会話を。

2
case

相手をよく知り関係性が築けるまで、自ら進んで発信することは苦手な新卒営業。ただ、SNS上のコミュニケーションや同
期など気心知れた相手とのコミュニケーションは得意という特性を活かしコミュニケーションを活性化させる。

自ら進んで発信することが苦手な新人の育成

05

マネージャー
営業Aが○○商事の契約
を取ったので、参考にする
ように！
■Aの日報

営業B
提案書データを共有し
てもらえますか？

営業A
営業Bさん、データは下
記に格納しています。
//○○商事/xx/

営業C
ありがとうございます!
私も同じ方法で明日営
業してみます！

報連相も指示出しも、対面でなくても気軽に声がけ
案件や顧客ごとにスレッドをたてることができ、ワンクリックで案件や顧客情
報の閲覧が可能。不明点は上司にリアルタイムで相談でき、対面よりもス
ピーディかつ効率的なコミュニケーションが期待できます。

プレイングマネージャーにとっては細かな報
連相などを対面でこなすと自らのコア業務に
支障が出ることもちらほら。タイムラインでコ
ミュニケーションをとることで、無駄な時間を
削減し、自分の業務に専念することができます。

マネージャーの目線では

一度の活動報告の入力で、各ツールに情報が即座に反映。

3
case

プライベートを大事にし、論理性の高さから、効率的で生産性の高い仕事の進め方を好む傾向にある新卒営業。生産性を
最大化するSFAの機能で残業時間を減らし、プライベートの充実も提供する。

私生活重視で無駄が嫌いな新人の育成

一度の活動報告の入力だけで、
リアルタイムに各ツールに情報が反映。
活動登録をすると、顧客や案件情報、スケジュール、
TODO、名刺登録などさまざまな情報がリアルタイム
で登録、さらに上司やチームメンバーにタイムラインを
通じて自動で報告されます。帰社してからの報告・資料
作成等が不要になり、業務時間の短縮・コア業務への
集中を実現、残業がなくなりプライベートも充実。新人
営業マンのモチベーションの維持が期待できます。

案件管理

スケジュール

予実管理表

日報

会議資料

名刺情報

外出先から、
活動報告を
カンタン入力

リアルタイムで反映・通知



CASE STUD
Y

3人の若手マネージャーが新たに誕生。

SFA活用で実現した若手育成とは。

株式会社プレコフーズ

導入事例

プレコフーズ様の概要

［所 在 地］東京都品川区南大井6丁目26番3号　大森ベルポートD館4階
［事業内容］食品卸売業
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　食肉をメインとして、野菜や魚などを
総合的に取り扱う食の総合商社。今後、
市場がどのように変化していくか不透明
な中で、商品力だけではなく組織として
の営業力を磨く必要があると考え、営業
所の垣根を越えて、横断的にコミュニケ
ーションやノウハウの共有をしていく仕
組みづくりのためにCRM/SFAの導入
を検討。そんな中、使い勝手の良さ、直
感的に使えるユーザーインターフェース
が、eセールスマネージャー導入の決め
手となった。

導入前の課題

　導入前は紙ベースの報告や生産性向上
や成果に結びつかない結果報告会が中心
の営業会議が行われていた。プレイヤー
を兼任するマネージャーはチームを正し
くマネジメントできず、個々の能力に頼

eセールスマネージャーを
若手育成に活用

●SNS機能を活用した、若手育成
マネージャー陣は、SNS機能を積極的に
活用し、メンバーの偏りなく的確な指示
やティーチング、コーチングを行い、育
成のPDCAのサイクルが加速。若手担
当者自身のセルフマネジメント力や
PDCAを回すスピードも従来と比べ向
上した。

●案件リストを活用しマネージャー候補
　の若手を育成
ベテランマネージャーならではの視点、
指標をeセールスマネージャーに落とし
込むことで、マネジメントの第一歩をス
ムーズに踏み出すことができた。具体的
にはマネジメントポイントが明るみにな

る属人的な営業スタイルが基本。若手の
スキルアップが見込めない環境だった。

eセールスマネージャー
導入後の具体的な成果
●3人の若手マネージャーが新たに誕生
マネージャー候補の育成という面では、
2016年度は3人の若手マネージャーが
誕生。ツールを使うことでPDCAを回
すことへの理解が深まり、それがマネー
ジャーとしての素養を育んでいった。

●8人で目標の2.2倍となる1,300件
　の新規顧客を獲得
案件リストで徹底した顧客管理を行い、
1件1件のデータを蓄積、タイムリーに
ネクストアクションを設定し、案件を推
進していった結果、見事、前人未到の年
間目標の約2.2倍の数字となる1,300件
の新規顧客開拓という実績を若手を含む
8人のチームメンバーで成し遂げた。

今後の展望
●4つの事業会社間の情報連携強化
4つの事業会社間での顧客情報・ノウハ
ウの共有、クロスセリングの連携強化に
eセールスマネージャーを活用。

●ツールを武器にビジネスを全国区へ
首都圏以外のエリア拡大にも取り組み、
ゆくゆくは全国展開を目指す。その時に
は、営業の武器としてeセールスマネー
ジャーを活用していく予定。

なった、部下の案件リストが自動作成さ
れ、経験量に依存しない具体的な指示が
できるようになった。若手のマネージャ
ーが育つことで、新卒を含んだ若手の育
成にも拍車がかかってきた。



製品紹介
FUNCTION INTRODUCTION

導入から運用まで、
専属コンサルタントが継続的なサポート
導入実績5,500社超のノウハウをもとに、日本の営業組織を熟知
した専門のコンサルタントが設計・構築します。さらに導入後も顧
客アドバイザーが活用段階に応じて定着・活用をオンサイトでサ
ポートします。

カンタン操作で現場を支援、さらにマネジメント効率が最大化
営業パーソンは出先から活動報告をするだけで、各営業ツールに反映。選択式中心の操作画面でスマホでも1～2分で完了します。マネー
ジャーは、フォーキャストや営業案件管理も自動で更新されるので、集計作業を待たずに予算実績や営業担当者の状況をリアルタイムに

つの特長2

営業課題の抽出・分析

課題解決方法と最適な運用方法のご提案

課題や運用方法に合わせた
追加設計・構築をご提供。

訪問やWeb、電話でお客様の
ステージに合わせた運用・活用アドバイス

導入前

導入後
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個別に作成

マネージャー

日報、会議資料、スケジュールなどを個別で作成しなければな
らないため、時間がかかる上に、入力ミスなども起きやすい。

従来の場合

案件管理

予実管理表

スケジュール

日報

会議資料

名刺情報

個別に確認

現場からの提出資料は個別に作られているため一つずつ確認。
紐づいていないため確認に時間がかかり、指示が出しづらい。

案件管理

予実管理表

スケジュール

日報

会議資料

名刺情報

営業現場

一度の入力で
全てに反映!

マネージャー

一度の活動報告の入力だけで、リアルタイムに各ツールに情報が
反映。作業時間の短縮によりコア業務に集中することができます。

eセールスマネージャーの場合

全てが紐づき、
管理しやすい!

案件や顧客に関わる情報が全て紐づいているため、確認に手間
取らなくなりマネジメントがより的確・迅速になります。

営業現場

案件管理

予実管理表

スケジュール

日報

会議資料

名刺情報

案件管理

予実管理表

スケジュール

日報

会議資料

名刺情報

導入実績5,500社超、185業種以上で採用されている国産CRM/SFAツール。※弊社実績並びに、日本標準産業分類に基づく
ユーザーから高い評価を得るeセールスマネージャーには、抜群のユーザビリティや、きめ細やかなフォローなど、さまざまな選ばれる理由が
あります。



08

開発ロスの解消

5,500社を超える導入実績を誇る
eセールスマネージャー

eセールスマネージャーは大手企業から中小企業までの、製造業やサービス業、情報・通信業、金融
業、建築・不動産業など、多岐に亘る企業様からご利用・ご支持いただいています。企業規模や業
種問わずさまざまな企業様の導入実績を活かし、どんな企業様にも対応できるノウハウがあります。

※一部のみの掲載、記載されている会社名・ロゴは、各社の登録商標または商標です。

導 入 実 績

PDCAサイクルの加速化

異動による顧客接点消失を軽減

売上2倍

営業利益5倍

売れる営業プロセスの構築

情報の見える化

業務時間30％削減

残業時間30％削減

データ収集時間の軽減

融資案件成約率2倍 成功/失敗事例の共有

引き継ぎの効率化

営業力向上

フォロー漏れ防止

属人的営業からの脱却

受注件数3.6倍
会議時間の削減

集計業務の軽減

正確な案件管理を実現

他部門の案件情報もリアルタイムに情報共有

報告活動の効率化

資料作成業務の削減

顧客対応スピードの向上

案件化率向上

”



国 産 C R M / S F A の パ イ オ ニ ア

e セ ー ル スマ ネ ー ジャー  リミックス

MAIL：request@softbrain.co.jp WEB：https://www.e-sales.jp/

お問い合わせ

ソフトブレーン株式会社

https://www.e-sales. jp/

検 索

営業の生産性を、最大化する「eセールスマネージャー」
詳細は下記よりご覧ください。

eセールスマネージャー

09


