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【研究開発室】マーケティングオートメーション
Salesforceユーザーの必需
品

お客様の興味・関心度合いを

Salesforceに集約
展示会やWeb施策といった、マーケティング施策による顧客とのコンタクト情報から、営業の商談や 既存

顧客フォロー活動の情報までを、全てSales fo rceに集約し成果を高めることができます。

顧客とのコ
ンタクト状況

メール配信や

訪問履歴など

の顧客との

活動履歴情報

顧客の
キャンペーン情報

顧客がイベントに

参加したり
特定のセグメントに

属した情報

顧客の閲
覧ページ情報

顧客がアクセスした
Webページや
滞在時間の情

報

顧客の
Webアクセス情報
顧客がWebにア

クセスしてきた日時や

スコアの情報

顧客基本情報

所属・役職・
メールアドレスなどの

基本的な情報

顧客との関係性

商談フェーズ・
契約状況・顧客ランク

などの情報

顧客のWeb行
動

顧客の属性情
報

顧客との活動情報

Sales force Pardo t Sa les force

既存・見込み顧客｜ 顧客ランク ｜ Webスコア ｜ 最終Web来訪日時 ｜ 商品・サービス名 ｜ 直近購買日時

レポート



ホットな見込み客
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マーケティングという言葉ほど怪しげな言葉は
ないと思っている。インターネットが商売に使わ
れるようになってから、利いた風な横文字を組み
合わせて並べ何とかマーケティングという手法に
翻弄されているような気がする。

企業はインターネットが商売に使えることがわ
かると、ホームページを開設してモノを売ったり、
新しいお客さまの開拓にと引き合いを稼いだりし
た。黙っていてもホームページからお客さまが
やって来るという魔法のようなことは、今はもう
ない。あれから20年、かつての花形だったネット
通販サイトは、生き残りをかけ必死で商売をして
いる。ネット通販サイトで生き残っているところ
は、言い換えると最先端の売り方をしているとい
える。そんな店の店⾧に話しを聞いてみると、や
はり魔法の話はなく、あるのは昔と変わらないコ
ツコツと小さな積み重ねの地道なやり方だった。
とはいえインターネットには、インターネット用
の売り方があるはずだ。インターネットから20年
後のインターネット用の売り方、それはマーケ
ティング・オートメーション（ＭＡ）である。

インターネットで何かを買った経験があるで
しょうか。世界最大のネット通販サイトは
「Amazon（アマゾン）」。アマゾンは最初は書
店だったけれど、今では何でも売っている。理科
系出身の創業者のジェフ・ベゾス氏は１９９４年
ごろインターネットの可能性に気づき、ネット通
販サイトを立ち上げだ。ベゾス氏がどうして商材
に「本」を選んだのかは、本はよく知られた製品
であること、市場が大きいこと、本のデータベー
スが簡単に作れることにあった。べゾス氏は社名
をアルファベットの「Ａ」から始まる名前にした
かった。幅広い商品を扱うという意味を込めて川
幅の広いアマゾン川を思いついた。アマゾンのロ
ゴマークはＡからＺに向かって矢印が伸びている。
これにはあらゆる商品を取り扱っていることを意
味している。日本での昨今のアマゾンと宅急便の
問題は、ベゾス氏の創業時の思惑通りネットで買
い物をする人が増えたことを意味している。

アマゾンで駅ビルや百貨店と同じようにウィン
ドウショッピングした経験はあるだろうか。例え
ばカバンを買おうとして、いろんなショップを見
て探す。歩くのではなく、手のひらの中のスマー
トフォンで探すから疲れることなくウィンドウ
ショッピングができる。気にいったカバンがあっ
て、買い物カゴに入れたけど買わなかった。

今度は同じスマートフォンでFacebookのタイ
ムラインを見る。すると、さっき買おうとしたカ
バンの広告が表示された。えぇ、何で私が欲しい
カバンを知っているの?しばらくして、メールで
カバンのセールの案内が届く。私の行動を誰かに
見られているようで気味が悪いと思ったことはな
いだろうか。インターネットを使ったこの売り方
をマーケティング・オートメーションという。見
込み客一人一人に特化した売り方を自動的に行う
ツールである。

その仕組は、私がアマゾンのホームページを見
たときにアマゾンのクッキーという小さなファイ
ルが私が使っているブラウザソフトに埋め込まれ
る。私はアマゾンで買い物をしたことがあるので、
アマゾンはこのクッキーと私を紐づけ、私がどん
な商品のホームページを見ていたのか行動履歴を
データベースに集める。クッキーと個人情報が紐
付いているデータをプロスペクトという。プロス
ペクトはホットな見込み客のことである。プロス
ペクトの件数はアメリカの企業の評価基準の一つ
であるという。

私も知らないうちにＭＡされている。私はいつ
ものようにFacebookのタイムラインをみていた。
そこ表示されたシステムの広告を見てクリックし
て詳細が載っているホームページに進む。このと
きにクッキーが埋め込まれる。何日かすると先日
見たシステムの無料セミナーと資料ダウンロード
の案内メールが届く。クッキーは私がこのメール
を開封したかどうかをシステム会社のデータベー
スに知らせる。クッキーが曲者だ。メールを開封
したとき、そのシステム会社から電話がかかって
きた。クッキーが私が案内メールを開封したこと
をプロスペクトのデータベースに送り紐づかせた。
なんでピンポイントにタイミングよく電話がか
かってきたのだろうと思ったが、知りたい情報
だったので嫌な気はしなかった。このシステムを
買ってしまいそうである。

マネジメントゲーム開発者の西順一郎先生は商
売を始めるなら「先ずマイツールで名簿を作らな
いと」「そして、新聞を送るんだよ」とアドバイ
スをした。マイツールというのは１９８０年代に
リコーが発売したデータベースソフトのこと。そ
して、先生の言う名簿というのは「見込み客」の
ことだということに２０年経って気づいた。商売
を始めるなら、先ず見込み客の名簿をデータベー
スで作れということなのだ。 （文責:中島正雄）
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西研東京ＭＧの様子

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11

東京MG
12

東京MG
13

東京MG
14

東京MG

15 16 17 18 19
九州シニア

20
九州シニア

21
九州シニア

22 23 24 25 26 27
びわこMG

28
びわこMG

29 30 31 6/1 6/2
MGシニア

6/3
MGシニア

6/4
MGシニア

詳しくは西研究所ホームページへ→ http://www.nishiken.jp/

2017年5月 ＭＧ研修スケジュール

2017年6月 ＭＧ研修スケジュール

西 順一郎（にし じゅんいちろう）
1937年⾧崎県平戸市生まれ。東京大学卒。三菱重工、ソニー、日本総合研究所を経て株
式会社西研究所・代表取締役。1971年STRAC（戦略会計）開発、1976年MG（マネジメ
ント・ゲーム）開発、MX（マトリックス）会計開発。「戦略会計入門（売上高は役に立
たない）」「人事屋が書いた経理の本２」など著書多数あり。現在もMG研修に日本全国
を飛び回っている。（題字は筆者→）

月 火 水 木 金 土 日

5/29 5/30 5/31 6/1 2
MGシニア

3
MGシニア

4
MGシニア

5 6
東京平日

MG

7
東京平日

MG

8
盛岡MG

9
盛岡MG

10
東京MG

11
東京MG

12 13 14 15 16 17
アルスMG

18
アルスMG

19 20
壱岐MG

21
壱岐MG

22 23 24
薬樹MG

25
薬樹MG

26 27 28
青根MG

29
青根MG

30 7/1
伊勢MG

7/2
伊勢MG
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③

右

と

左

西

順

一

郎

■見晴らし通り

東大井のわがマンション前の道は「見晴ら
し通り」と呼ばれている。近くに「東大井公
園」というそこそこの公園があり、昔の荏原
郡・郡⾧屋敷跡であるという。そこは箱根駅
伝で使われる第一京浜(国道１５号線)から十
数メートルの高みにあり、眺望の良い（良
かった）高台で、「見晴らし通り」はそこか
ら来たものと思われる。

この通りを北から南に数分歩くと「大井聖
天・大福生寺」という天台宗のお寺があり、
そこの境内を東へ突っ切り降りていくと、浜
川中学校がある。孫のカナやミオが通った中
学校だ。その校門の前を再び北へ向かって歩
くと、やがて数分で例の「東大井公園」へと
戻ってくる。

毎朝のようにこのルートを小散歩（約15分、
2000歩程度）に使っているのだが、ここを歩
くときに、（右を歩こうか、左を歩こうか）
と常に考えるのである。

向こうからも、大井町駅方面に向かって、
通勤・通学の人たちが歩いてくるのだが、お
よそ８割の人たちが、左側を歩いてくる。

向こうから人が歩いてこないときには、私
は右側を歩くのが好きだ、というか、具合が
良いように感じる。（たぶん、自分の右足の
方が、左足より数ミリ⾧いからかもしれな
い。）

しかし、向こうから左側を歩いてくるのに、
こちらが（好きだから）と右側を歩くのでは
ぶつかってしまうから、人が来るときには私
は左側に移って、つまり常識的な歩行をする。

ところが、こちらが左側通行をしても、向
こうから右側通行をしてくる人が時々はいる。
特に犬を連れている人に多いようだ。

◇

戦前日本は伝統的に「左側通行」だった。
左側通行の方が、敵とすれ違う時に剣が抜き
やすいから、というもっともらしい説明もあ
る。

ところが戦後になり、進駐軍が入ってくる
と、向こうに合わせて突然「右側通行」に変
更された。とはいうものの、右ハンドルの車
までは左ハンドルに簡単には切り替えられな
いから、「人は右、車は左」とやった。

「車は左」の方は交通法規があるから守ら
れたが、「人は右」の方はうやむやになって
今に至る。

戦後、軍政下のオキナワが我が国に返還さ
れ、それまでの人も車も「右側通行」だった
のが、しばらくは大変な混乱に陥ったと聞い
たことがある。

■ハワイ

私は、タヒチやハワイ（マウイ島）にも何
回も行ったが、一つは、左ハンドルのレンタ
カーで右側通行をしなければならないのが大
変だ。交差点にぶつかるたびに「右小回り、
左大回り」と、私が妻にナビをしなければな
らない。

それより、カアナパリのホテル街は、各ホ
テルの海側の道を共通につないで、みんなの
好きな「WALKING ROAD」にして、みんな
一生懸命、サッサッと歩いている。このＷ.Ｒ
Ｄで日本人たちは困ってしまう。

我々はつい左側通行になれている。しかし、
先方はすべてキチンと右側通行を守っている。
こちらがテキトーに歩くと、キチンと歩いて
いるアメリカ人たちを混乱・困惑に陥れてし
まうのだ。だから、こちらが慌てて「右側通
行」に従う。郷に入れば郷に従うしかない。

米国人たちはキチンと「右側通行」を守っ
ている。私の考えでは、日本人は、日本の中
では「人は右、車は左」などと風化したこと
を言わず、キチンと「左側通行」を守ったら
どうだと言いたい。

■自転車

歩いているときはまだ良い。自転車の時が
困るのである。自転車だけは、ちゃんとクル
マの時と同じように、左側通行を守りたいも
のだ。

先日も、ＡＴＭに記帳に行くときに左側を
走っていたら、先方から年配のおばさんが、
右側を走ってきた。このとき、こちらが右に
寄って通すべきだろうか? 私は、この時は
譲らない。自転車で、狭い歩道を走るのも困
りものだが、車道ぐらいは、ちゃんと左側通
行（交通規則）を守りたいものだ。いくら日
本が自由な国だと言っても・・・。

今の日本は、このあたりが無規則・無政府
状態になっていると思うので、ぜひ日本人も、
アメリカ人みたいに、キチンと「左側通行」
を守る国民になりたい。アリさんみたいに
ゴッツンコはしない方が楽だし、効率的です
よ。■
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ライムライン

３Ｍ経営の福本さんと橋本さんが来てくれました。

戸叶社⾧企画 ホームページ WordPress教室を開催しました。

岩崎美紀子先生と岩崎メソッド研究会（お茶の水女子大）

リブモールコンペの景品は鎌倉にちなんでギルドさんの手製

吉田稔美さんのイラストを切り取って小銭入れにしてくれてます。

一橋大学Ｓ３８年入学会の依田さんと服部さんです。

なんと居酒屋「多幸八」にノルウェー人が来ました!

第22回リブモールコンペ開催しました（優勝:北爪プロ）
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日本でいちばん好きな美術館・ 高萩徳宗（たかはぎ のりとし）

私は講師として全国の自治体や企業などからお
招きいただくことも多く、北へ南へとさまざまな土
地へ足を運ぶご縁に恵まれている。

前後のスケジュールの都合もあるが、講演で呼ば
れた際は、可能な限り早めにその土地に入る。そし
て、１時間でも２時間でもいいので、街を歩き、空
気を吸い、その街の人と話しをしてから講演にのぞ
むようにしている。

ある年、青森県の十和田市よりお招きをいただき、
研修の講師を引き受けることになった。三沢駅まで
迎えに来てくださった若い担当の方が「少しお時間
があるので、どこかご案内したいのですが、行って
みたい場所はありますか?」と聞いてくださった。

私はいつも決まった答えを返す。
「あなたの大切な友達が遠くからやってきたら、ま
ず、いちばん先に案内したいと思うところに連れて
行ってください」

担当の方は迷わず「わかりました。では、ぜひ美
術館を観てください」と十和田市現代美術館へ車を
走らせた。

通常は著名な観光地へ案内されることが多いので、
「美術館」という答えが新鮮で面白いと思った。

私はその美術館について事前の知識はなかった。
足を運んでみると、決して大きくはないが、この美
術館は地域の誇りでもあるのだと、すぐにわかった。

受付の方に「ようこそおいでくださいました」と
声をかけていただいて中に入った。その時の衝撃は、
ちょっと大げさだが、おそらく一生忘れない。近代
芸術というものを、これほどわかりやすく、しかし
挑戦的に展示している素敵な美術館が他にあるだろ
うか。おそらく日本には、美術館そのものに知名度
があるところや有名な作家の展示品があるところは
数多く存在するだろう。それらとはまったく違う美
術館が、交通の便が良いとは言えない青森県十和田
市にあることが驚きだった。

平日にもかかわらず、館内にはけっこう人がいる。
聞いてみると、東京など遠方からもかなりの人が来
ているとのこと。

私はこの美術館に惚れて、その後、お客様をお連
れして何度も足を運んでいる。２回目からは、まる
で自分が美術館のプロデューサーであるかのように
「どうですか? スゴイでしょう」と自慢している。

「いい旅のススメ。」高萩徳宗 (著)エイチエス▼

この美術館が私の心にすっと入って来る理由は、
美術館自体が街全体にとけ込んでいること。そして
何より、「市民みんながこの美術館が大好きで仕方
がない」、そんな空気が流れていることにある。十
和田市内で美術館の話をすると、誰もが我が子を褒
めてもらったかのように嬉しそうに顔をほころばせ
る。

こういった箱モノは「税金の無駄遣い」と言われ
たり（実際、そうとしか言えない箱がたくさんあ
る）、市民はシラケていたりすることが多い。しか
し、十和田では若手プロデューサーの奇抜なコー
ディネートが功を奏しているようだ。当初は反対も
多かったと聞く。それでも市民が愛する美術館に
なったのは、企画立案にかかわった市役所の方が市
民への理解を深めるべく懸命に努力された結果であ
ろう。

今では、この美術館に足を運ぶためだけに十和田
市を訪れる人も多いそうだ。桜の時期は素晴らしい
町並みと美術館が迎えてくれる。ぜひ、奥入瀬や十
和田湖、八甲田などの観光地巡りの途中、十和田市
現代美術館にも足を運んでみてほしい。

大人から子供まで、市民が愛する美術館を街のシ
ンボルにして、少し大袈裟に言えば、十和田市には
ミニ・バルセロナのような、世界から芸術が好きな
人を集める街になってほしい。

ゆるキャラもいいのだけど、美や食や何か光るも
のをひとつ磨き上げて、日本を地方から元気にして
いく。それが真の観光立国のありようだと信じてい
る。

ベルテンポ・トラベル社
http://beltempo-travel.biz/
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編集後記

LINEスタンプ好評発売中!

▼永塚守さま（茨城県古河市） ▼宮川惠さま（神奈川県県横須賀市）

はがき ありがとうございます

この時季になると、生桜海老の味と匂いを思い出します。新入社員研修で過ごした焼津にあ
る寮でおばちゃんが「今日は大漁だったよ」といってどんぶりに一杯の生桜海老を出してくれ
ました。私はそれを口いっぱいに頬張ってよく食べました▼研修が終わると営業部に配属され
上司は⾧谷川和寿さんでした。初めて賞与は⾧谷川さんに有楽町そごうのゴルフ売場に連れて
行かれ全て無くなりました。毎年お盆に会社主催の大きなゴルフコンペがあり、その幹事は
ブービー（ビリから２番目）が担当することになっていて、毎回幹事をしていました▼ニフ
ティサーブ時代からお世話になっている北爪正路さんと一緒にはじめたゴルフコンペは足掛け
15年、22回になります。最近では懐かしい人たちとFacebookで容易に連絡とれるようになり
⾧谷川さんに「コンペに参加して下さい」とお願いすると「ゴルフをやめた」と返事がありま
した▼ニフティサーブも変わりました。今の親会社は家電量販店のノジマ。ニフティサーブの
メールアドレスが好きでした▼ゴルフ腕は変わらないけれど、コンペの参加メンバーも変わり
出しています。小学校のときいや中学、高校時代だちだったか誰が誰だかわからなくなってき
ています▼最後まで読んでいただきありがとうございます。やさしくデジタル!（中島正雄）

タモンズバー 港区西新橋1丁目21-12 諸橋ビル1Ｆ TEL. 03-3519-8582

⾧男の大学の卒業式の日、九段の
武道館まで行ったけれど⾧男には会
えなかった。そうしたら、夕方に会
社に寄ってくれた。さてどうしよ
う!お祝いなのでとっておきの店に
連れて行きたい。思いついたのは松
岡洋子さんに連れて行ってもらった
西新橋の「タモンズバー」。吉岡多
聞さんがステアで作るドライマ
ティーニを彼に飲ませたかった。意
気込んで開店早々に行った。多聞さ
んに今日は⾧男の卒業式だったこと
を告げると「これ私からお祝い」と
シャンパンを出してくた。うれし
かった。そして店の前で写真を撮っ
てくれた。その写真が先日郵便で送
られてきた。印画紙に焼かれた⾧男
とツーショット写真うれしかった～
写真は仕事場の机の上にいつも置い
てある。それからいつも見ている。
多聞さんありがとうございました。

イベントのご案内

第5回ピンズ展
開催のお知らせ

2017年７月5日（水）
～7月3１日（月）

※湘南ひらつか七夕まつり7/7～7/9

HxM
（メゾンド・アッシュxエム）

フランス料理レストラン
神奈川県平塚市夕陽ヶ丘３５

(平塚駅南口徒歩6分）
TEL. 0463-27-2171

★相山社⾧、毎年ありが
とうございます★小杉さ
ん～ピンズ★岡野さん、
杉本さん、大野さん、ピ
ンズ展示します!★みん
なパーティーやります!


