
で変わる︕

法⼈営業における案件管理のご提案

サイボウズ中国
営業部
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アジェンダ

•「案件管理」とは︖
•今までの案件管理とkintoneでの案件管理
• kintone活⽤イメージ
• kintoneが案件管理に適している3つの理由
•法⼈営業パック内容
•法⼈営業パック価格
•オプションのご紹介
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「案件管理」とは︖

成約

このプロセスを可視化

ブラックボックスに・・・。

認知 引き合い 提案

彼また
何とかな

るしか⾔
ってない

し…

案件管理
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どの確度か
（受注確度）

何を
（製品）

誰が
（顧客）

誰から
（営業担当）

どの段階か
（営業進捗）

いつまでに
（納期）

いくら
（購買⾦額）

いつ
（購買時期）

「案件管理」とは︖
「案件管理」といっても、業種や部署によって認識や⽅法が様々です。
しかし、以下の点は共通して管理しなければならない事項です。

「案件管理」とは、上記8点をポイントに

を⾒える化し、意思決定するために⾏う管理です。

個々の進捗状況 担当者
（誰がボールを持っているか）

全体状況
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今までの案件管理 kintoneで情報を⼀元管理

導⼊効果

◎いつでもどこからでも最新状況を把握可能。会社に
戻ったり、いちいち部下に確認する必要もなくなり、
時間を効率的に活⽤できる。

◎営業情報はkintoneに集約されているため、データ集
計や分析の⼿間が軽減。現状把握までのタイムラグも
短縮し、リアルタイムな担当者への指⽰やアドバイス
ができる。

◎ Pushで通知してくれるため、データの追加、更新に
ついてもいち早く把握し対応できる。

◎案件情報と関連づけて⾒積や契約の内容を管理でき
るため、従業員⼊れ替わり時にも引継ぎもスムーズに。

Excel, メール, ファイルサーバーを使って案件を管理

▌ 最新のファイルがどれかわからない︕

▌ Excelをメール添付してデータ収集…集めたデータを
マージするのにまる⼀⽇かかる︕

▌ 案件状況の把握に時間がかかる︕

▌ 先週からどの点が更新されたのかわからない︕

▌ 社外からアクセスできない︕

問題

管理表を完成させることが⽬的となり、
案件管理をする本来の⽬的が果たせない

案件に紐付いた
状況把握が簡単
に出来る︕
変更履歴も⼀⽬
瞭然︕
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活⽤イメージ
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あ案件管理登録の流れ（営業担当者）

必要な内容を⼊⼒します。会社情報は
マスタから取得するため、⼊⼒の⼿間
やミスを削減します。

案件の進捗状況登録します。変更
すると連動して受注確度の値が切
り替わります。⾒込⾦額や粗利率
を⾃動計算することも可能です。

明細は製品情報から⾃動で取得しま
す。「+」ボタンで項⽬を⾃由に追
加可能です。

管理したい項⽬は
お客様の業務に合わせて
⾃由に変更可能です。

案件登録 上⻑へ提出 受注処理承認する ⾒積書出⼒

Point!
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※外部サービス「QY Plugin Suite」を利⽤



あ案件管理登録の流れ（営業担当者）

⾒積⾦額の⼊⼒したのち、「提交」
をクリックすると上⻑へ提出します。
「上⻑」に設定している⽅へ提出さ
れます。

案件登録 上⻑へ提出 受注処理承認する ⾒積書出⼒

承認プロセスを設定することで
フローが明確になり

リスク要因を排除できます。

Point!

上⻑の承認を得たあと再⾒積もりとなった
場合は、⾦額を上書き変更可能です。その
際は上⻑への再申請が必須になります。
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あ案件管理登録の流れ（管理者）

上⻑のkintoneのトップページ
に通知されます。
（メール通知も可能）

処理すべき内容が明確です。

案件登録 上⻑へ提出 受注処理承認する ⾒積書出⼒
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あ案件管理登録の流れ（管理者）

⾒積内容を確認し、
「承認」または「差し戻
し」を決裁します。

「承認」された申請は、
「出⼒」をクリックすると

PDFで取得できます。
改めて⾒積書を作成する
⼿間が不要です。

承認された⾒積情報は
⼀覧で履歴として残ります。
提出した⾒積書も⾃動的に
システムに保管されます。

案件登録 上⻑へ提出 受注処理承認する ⾒積書出⼒

承認された⾒積のみ
PDF出⼒できる設定をすることで、
「承認していない⾦額が提案先に

提⽰されていた︕」
という事態を防ぎます。

Point!
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※外部サービス「QY Print Creator」を利⽤



あ案件管理登録の流れ（営業担当者）

保存ボタンを押せば、
レコードに直接データが
登録されます︕

御社のフォーマットに合わ
せて出⼒可能です。

帳票作成を省⼒化できます。

案件登録 上⻑へ提出 受注処理承認する ⾒積書出⼒
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※外部サービス「QY Print Creator」を利⽤



あ

案件登録

案件管理登録の流れ（営業担当者）

上⻑へ提出 受注処理承認する ⾒積書出⼒

進捗を「受注」に変更すると、
受注確度が100%になり、

受注⽇も⾃動で⼊⼒されます。

また、進捗が「受注」になると、
契約書も出⼒可能です。
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※外部サービス「QY Print Creator」を利⽤



案件管理データの集計も可能

担当者、確度、⾒込み時期など、
さまざまな切り⼝で

絞り込みやソートが可能です。

「⾒込み時期が過ぎたものは⾚くす
る」など、条件によって⾒た⽬を変
えることが可能です。視覚的に案件
の状況を確認することができます。

案件データの集計も
様々なグラフで
表⽰が可能です。

最新の案件状況を⼀⽬で
把握することが可能です。

Point!
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⽇々の商談記録も案件と紐づけ

商談報告登録ボタンをクリックす
ると、商談内容を登録できます。

登録された商談は、案件管理の画
⾯で商談履歴として確認できます。

１案件ごとに商談履歴を確認
できるので、案件の進み具合が

⼀⽬で把握できます。
引継ぎにも便利です。

Point!
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フィードバックも案件管理上で

案件情報の横のコメント欄で、
フィードバックをすることが可能です。
コメントは履歴として残るので、
メモとして保存できます。

案件内容と
コミュニケーションの内容を

セットで保存できます。
メールやチャットを掘り起して

やりとりを検索する⼿間は不要です。

Point!
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あ

お客様詳細情報
会社名や住所などの基本情報や
カスタマ区分や顧客業態など

担当者・組織情報
担当者の基本情報の他、
キーマン情報や組織図など

案件情報
現在進⾏中の案件の詳細と、
その対応状況やステータスなど

帳票情報
⾒積情報の履歴や、⾒積書・契約書など

帳票の情報など

商談履歴
誰がいつお客様とどのような商談を⾏った

か次のアクション⽇はいつか

案件管理アプリ1つに全てが集約︕
このアプリを確認するだけで案件に関する全てが⼀⽬でわかります︕Point!
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あ

帳票作成の統制・省⼒化

誰が何をしているのか⼀⽬でわかるように

案件管理の⼀元化

データが⼀元化され
確認・フォロー漏れがなくなる

プロセスの⾒える化

情報を⼊れておくだけで
決まったフォーマットで出⼒

営業担当の成⻑

案件ごとに細かいフォローをすることで
営業担当のスキルアップにつながる

で変わる︕4つのポイント
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が案件管理に
適している３つの理由
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①柔軟性
kintoneはノンプログラミングでシステムを作ることが可能︕

業務の変化に合わせて柔軟にシステムを変更することが出来るため、
システムが業務の⾜枷になりません︕

項⽬の追加・変更が⾃由⾃在︕
業務に合わせて柔軟に対応可能︕Point!
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②プロセス管理

業務の流れに合わせてプロセス設計できるので
業務が標準化されます︕Point!

それぞれの業務の流れにあわせて、承認プロセスを設定することが可能です。
蓄積したデータを然るべき担当者に回すことで業務の標準化が可能です。

申請者

管理者

アシスタント

この⾒積内容で契約書
を提出したいです

申請

了解しました

承認

契約書を
出⼒しておきます
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③データの集計

⼀覧表⽰だけでなく集計も出来るので、
案件の全体感を把握できます︕Point!

ただ単にデータを
蓄積するだけでなく、
様々な確度から
集計することも可能です。
ワンクリックで
グラフ表⽰できるため、
集計の⼿間も省くことが
出来ます。

豊富なグラフの種類
条件設定で簡単に
グラフ作成が可能︕
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前回差分内容が⼀⽬瞭然︕ 然るべきメンバーのみ情報を閲
覧することが可能︕

案件に関するやりとりが
その場で、出来る︕ やり忘れ確認漏れを防⽌︕

その他便利な機能

コメント機能 PUSH通知

変更履歴 柔軟なアクセス権の設定
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法⼈営業パック
内容と価格
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kintone法⼈営業パック内容
本資料でご紹介した案件管理を効率的に⾏うための「法⼈営業パック」ご⽤
意しております。取引先（顧客/代理店など）の管理から、⾒積管理まで可能
なサービスです。
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案件管理
アプリ

⾒積り
アプリ

省市マスタ
アプリ

製品マスタ
アプリ

商談報告
アプリ

取引先
（顧客/代理店等）

アプリ



25

法⼈営業パック＜ライト版＞



法⼈営業パック＜ライト版＞内容

「法⼈営業パック」（スタンダード）より、シンプルな内容になっておりま
す。案件管理を軸に商談報告の管理や取引先の管理が可能です。スモールス
タートにしたい⽅におすすめです。
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案件管理
アプリ

商談報告
アプリ

取引先
（顧客/代理店等）

アプリ
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あ案件管理アプリ＜ライト版＞
必要な内容を⼊⼒します。会社情報は
マスタから取得するため、⼊⼒の⼿間
やミスを削減します。

案件の進捗状況登録します。進捗が
「受注」になると⾃動で「受注⽇」
「受注⾦額」が⼊⼒されます。

案件に紐づいている商談記録より、⾃
動で最終接触⽇を取得します。

⾒積情報はテーブルで管理できます。
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あ案件管理アプリ＜ライト版＞

案件情報を⼊⼒後、⾒積内容を上司へ
申請し承認を得ることが可能です。

案件に関する商談記録は「商談報告登録」ボタン
をクリックすると商談記録アプリに遷移するので、
そちらで⼊⼒を⾏います。

商談記録を登録すると最終接触⽇が⾃動で表⽰され
るようになります。最終接触⽇を基準に、3か⽉以上
未訪問の場合はアラームを出す、というような運⽤
も可能です。

もちろん商談内容も案件管理アプリ
で確認することが可能です。



オプションのご紹介
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QY name card for kintone名刺管理

⻑期的な⾒込み
客を育てたい

当時は結果が出なかったが
⾃社の担当者を変えて
再度アプローチしたい

担当が退職して
顧客に連絡できない

▌ 名刺が個⼈管理のため、アプローチ先すべ
き顧客が分からない

▌ 名刺情報が共有されていないので、引継ぎ
ができない

▌ 展⽰会やセミナーで⼊⼿した名刺も管理さ
れていない

今までの名刺管理

名刺を個⼈所有から会社の資産に︕Point!

QY name cardなら︕

⾃動⽂字認識

▌ 名刺を受け取ったら、誰もが持っている微信で、写
真を撮影します。⾃動OCRで⽂字認識されます。

▌ 撮影した名刺の情報はkintoneに⾃動格納されます。

▌ 名刺画像を⾒ながら、kintone側でデータの調整も
可能です。

▌ 登録した名刺情報を会社全員で共有できます︕
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Motion Boardダッシュボード

予算実績管理ボード B to Bマーケティングダッシュボード インサイドセールスダッシュボード

営業マネージャダッシュボード コンタクトセンターダッシュボード

kintoneのデータをシンプルに⾒える化︕Point!

▌ 複雑なグラフや表の作成やデータ集計はExcelで⼿作業のためデータの信憑性が下がる
l データの集計・可視化・分析も⾃動でMotion Boardが⾏ってくれます︕

▌ 外出先で、現在の案件や直近の活動状況など、知りたい情報を瞬時に知ることが難しい
l クラウドサービスなので外出先からリアルタイムで情報を確認することができます︕
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ご検討の程、よろしくお願い致します
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サ イ ボ ウ ズ 中 国 営 業 部
T E L ︓ 0 2 1 - 5 2 3 9 - 2 6 2 6

E m a i l ︓ i n f o @ c y b o z u . c n


