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 ソフトブレーンは、 

 1992年に創業、今年25周年 

 事業内容：営業イノベーション事業 
 

  1999年 CRMシステム  

               誕生 
 

 CRM/SFA分野では1８年目の老舗企業 
 

http://www.amazon.co.jp/gp/reader/4931466656/ref=sib_dp_pt
http://www.amazon.co.jp/gp/reader/439631504X/ref=sib_dp_pt
http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4806126772/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392&s=books
http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4495598414/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392&s=books
http://www.amazon.co.jp/gp/reader/4478083207/ref=sib_dp_pt
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営業イノベーション事業 

働き方革新による売上最大化 

『仕組みづくり×型づくり』で顧客の売上向上に貢献します。 

営業コンサルティング 

業務分解・定義 型づくり 

顧客接点データベース 仕組みづくり 

集客 分析 商談・案件管理 

CRM/SFA (営業支援・顧客管理) MA (マーケティング支援) BI (分析・課題発見) 

グループウェア/SNS (協働支援) 情報共有 

営業トレーニング 
標準化 型づくり 

最新テクノロジー 
モバイルワーク 
スマートデバイスセキュリティ・活用コンサル 

仕組みづくり 

プロセスマネジメント 
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Mission 

顧客の生産性の最大化 
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「労働時間削減」と「売上増加」を叶える 

生産性の最大化のための営業支援ツール 

～真の働き方改革を実現するには～ 
 
①現場のムダを知る・取る 
②感覚論・属人的排除 
③現場に武器を与え、残業↓売上↑ 
 
キーワードは「型」と「見える化」で 
「営業生産性向上3大要素」を実現する。 
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      取引実績（6000社超） 

     

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。  
※ご許諾頂いたお客様のみの掲載で一部掲載となります。 

商社・卸売  

     

     

     

建設・建材・不動産     

     

医療・介護・ヘルスケア     

     

     

     

情報・通信 

     

     

     

システムインテグレーション 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

サービス 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

食品・日用品 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

化学・医薬品     

     

     

     

出版・広告 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

旅行・ホテル 

     

     

     

     

保険・金融     

     

教育・コンサルティング 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

その他製造業 

     

団体     

     

     

     

     

     

     

エネルギー 

     

     

     

     

     

     

     

車両・機械・精密機器・部品 

     

     

     

     

     

     

     

     

          

     

              

取引実績 

6000社超 

取引実績 

定着率 
96% 
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なぜ、PIMSYNCなのか・・・ 
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2009年5月 PIMSYNC誕生 
 ソフトブレーンも協力（開発依頼元でもある） 
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導入効果 
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営業組織における真の働き方改革とは 
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 働き方改革の全体像 
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流行のキーワード「働き方改革」 

政策や巷では．．． 

働き方改革 ≒ 残業削減 

一方、永守重信 日本電産 代表取締役会長兼社長 は 
目標は生産性の向上 残業ゼロは手段にすぎない 
          ～DIAMONDS ハーバードビジネスレビュー 7月号より～ 
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＜主要7カ国の労働生産性の順位＞ 

売上拡大のための対策が必要 

「働き方改革」を推進する背景 

＜日本の労働人口推移＞ 

生産性向上／構造改革／組織見直し／コスト削減 

労働人口が減り、生産性も停滞 

日本 

日本の生産性は停滞 2060年の労働人口は 
全人口の約半分に 
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営業の生産性を向上させる３大要素 

  企業における「生産性」 

コア業務への集中 

インプットにかかる労働時間・コストを下げ 
アウトプットする成果を向上させたい 

ボトルネック可視化と改善 

業務の効率化 

得られた成果 

投入した資源 

アウトプット 

インプット 
＝ ＝ 生産性 

*伊賀 泰代「生産性」 
（ダイヤモンド社）から引用 

売上拡大 

労働時間 削減 
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  PDCAがこう変わる！ 

P D 

C A 

計画営業 訪問数増加 

自動集計 
訪問増 具体的 

マネジメント 

○ 

○ 

○ 

○ 
行くべき先に行ける 

外から簡単報告 

資料作成いらず。 
コア業務に専念 リアルタイムに具体的指示 

仕組み 
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【効果】 
残業→30％減 
受注→3.6倍 
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ノウハウ＋システム（仕組み）で成果がゴール 

ベネフィット・ワン様 導入事例 

SFA/CRM導入による営業生産性向上の効果 

•3.6倍 
• 受注率向上により受注件数大幅ＵＰ 受注件数 

受注件数 
3.6倍向上 

•30%  
• 営業マンの残業時間を削減 

社内作業 

社内作業 会議 
会議 

顧客対応 顧客対応 

30%の削減 

残業時間 
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 【事例】ベネフィット・ワン様 

受注件数3.6倍、残業30％減 
eセールス  検  索 
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ハーバードビジネスレビューより July 2017 

 我が社が目指しているのは「生産性を2
倍にすること」であり、残業ゼロはその
ための手段にすぎません。 
 

 （残業ゼロまで持っていくために）1000
億円を投資することに決めたのです。 
 

 会社を真剣に変えようと思っているなら、
経営者はお金を使わないといけません。
（中略） 
1000億円投資しても、それによって生
産性が上がれば将来3000億円は稼げる。
これは間違いありません。だからこそ投
資するのです。 日本電産 永守重信 会長兼社長 



© 2017 SOFTBRAIN Co.,Ltd. 20 

 

① 複数入力の手間 
② 変更・参照の手間 
③ 記入忘れ・更新忘れ 
④ 矛盾が発生 
⑤ ダブルブッキング 
⑥ アクセス方法が異なる 
  （PC,モバイル利用） 
⑦ 片方のアカウントが無い 

ｅセールスマネージャーと他のスケジュールソフトを 
利用されるユーザーの問題点 
 
・全社導入したグループウェアを全社員がスケジューラとして利用中。 
・営業活動強化のため営業部にて、eセールスマネージャー Remixの導入を決定！ 
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エンタープライズ向け「スケジュール連携」ソフトウェア 

・企業内にある複数のスケジュール情報を双方向に同期 
・多くの企業で利用されている主要なカレンダー／グループウェアや 
 eセールスマネージャーRemixに対応 
 
 

PIMSYNCとは 

点在する予定を１つに集
約 
いつものスケジューラで 
管理をシンプルに 

二重管理・二重登録による 
トラブルを未然に防ぐ 

既存グループウェアから 
スケジュール情報だけ切り
出し 
外出先でセキュアに活用 
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PIMSYNCとは 

連携元のカレンダーに 
予定を登録すると・・・ 連携先のスケジューラに 

同期・登録される 
 

連携された予定はその場で編集可能 
（連携元カレンダーに反映される） 

利用イメージ 
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PIMSYNCとは 

繰り返し予定も 
連携可能 

例外日・除外日も 
連携可能 

利用イメージ 
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世の中に数多く存在する 
スケジュール同期ツールと 
どこが違うの？ 

企業内の 
スケジュール連携って 
カンタンそうだけど？ 



© 2017 SOFTBRAIN Co.,Ltd. 25 

PIMSYNCの強み ①サーバ型スケジュール連携 

一般的な同期ツール：クライアント型のスケジュール連携 

・端末側にアプリ・エージェントの導入が必要 
     クライアント側に負担がかかる、同期側にアプリ必要 
     大規模利用の場合、端末側の運用管理が煩雑（メンテナンス対応など） 
     連携タイミングは、クライアント端末の起動中のみ 
 
・端末にアプリ・エージェントが無い場合は、icalの片方向手動連携 
    連携ボタンを押し忘れたら、それまで 

カレンダーアプリによる 
スケジュール同期処理 

エージェントによる 
スケジュール同期処理 グループウェア・SFAの 

スケジュール 
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PIMSYNC：サーバ型スケジュール連携 

・端末側にアプリ・エージェントの導入が不要 
・バックグラウンド処理によりスケジュール・ToDoを同期 
  
     利用者への負担が無く、透過的に連携可能 
     導入・メンテナンスも容易 
     段階的な導入が可能 （例：最初は営業部員のみ → 後から全社展開） 

透過的に 
スケジュール同期 

同期された予定の 
編集・削除や 

新規追加も可能 

グループウェア・SFAの 
スケジュール 

PIMSYNCの強み ①サーバ型スケジュール連携 
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・同期処理・リポジトリ管理を行う「PIMSYNCサーバ」と 
 各種スケジューラと連携するための「アダプタ」で構成 
  
・国内主要グループウェア／SFAに対応 
・連携先のバージョンアップ・仕様変更もアダプタで吸収 

サーバ 

Webブラウザによる 
シンプルな管理画面 

PIMSYNCの強み ①サーバ型スケジュール連携 

将来出てくる新しい接続先にも 
アダプタの追加で対応可能 

アダプタ 

PIMSYNC：サーバ型スケジュール連携 



© 2017 SOFTBRAIN Co.,Ltd. 28 

利用 
開始 

企業内のスケジュール連携は「意外と」大変 

設計 実装 検証 

スクラッチによる開発の場合 

設計フェーズの調査が大変 
・接続方法や制約を接続先・接続元ごとに洗い出す 
 → おおまかな差異を調べて仕様を策定 
 
実装が始まるともっと大変 
・テスト（検証）フェーズの後半になり 
 ようやく細かい仕様の差異が浮き彫りになる事が多い 
 → 雪だるま式に開発工数が増えてしまう 
  
・最悪の場合、開発がかなり進んでから「実現不可能」と判明されるケースも 

実現したいことは 
至ってシンプルなのに 
作ろうとすると大変・・・ 

PIMSYNCの強み ②導入コストの低減 
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利用 
開始 

利用 
開始 

企業内のスケジュール連携は「パッケージ製品」でカンタンに 

設計 実装 検証 

スクラッチによる開発の場合 

検証 

の場合 
パッケージ製品を用いることで 
    

・短期間でサービスインを可能に 
  

・接続先の仕様変更にも 
 製品（サポートサービス）で対応 
  

    新規連携先（アダプタ）の追加 
    技術情報・FAQ 
    パッチ・サービスパックの無償提供 
    無償バージョンアップ     など 

PIMSYNCの強み ②導入コストの低減 
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eセールスマネージャー＋PIMSYNCで働き方改革に貢献！ 

・A社ではExchangeを導入し、全社員がスケジューラとして利用中。 
・このたび、営業活動強化のため営業部にて、eセールスマネージャー Remixの導入を決定！ 
    

営業部員は２つのスケジューラに対して 
それぞれ入力・確認をしなければならず、 
入力忘れによる二重登録などのミスが多発 
 
日々の営業活動に悪影響を及ぼす 

課題 

PIMSYNC導入により双方向連携を実現 
営業はeセールスマネージャー Remixのみで管理 
 
登録ミスや反映漏れによるトラブルが解消し 
他部署での予定確認もOutlookで完結 
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ニーズは高いが、クラウド提供出来ない・・・ 

2016年から 
VAR契約によるクラウド型サービスを開始 
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