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1. 本書の目的 

本書は、Microsoft Dynamics CRM Online を初めて使う方やご経験の浅い方が、どなたでも一から学習で

きるように簡易に記述されています。そのため幅広く機能を紹介したり、例外的な処理を記述するのではな

く、Microsoft Dynamics CRM Online の基本機能を中心にご理解いただいたり、メリットをご体験いただ

くことを目的としています。 

本自習書では、クラウドサービスである Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update 1 の無料トライ

アル版を利用して操作を行います。サインイン方法や一部の画面は、Microsoft Dynamics CRM Online と 

Microsoft Dynamics 設置型 で異なりますが、Microsoft Dynamics 設置型あってもご利用いただくことが

できます。 

操作画面は本書執筆時点のものであり変更される可能性がありますが、考え方をご理解いただければ、画面

変更があったとしても対応可能なスキルが身につくよう考慮されています。 
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2. Microsoft Dynamics CRM Online の概要 

この章では、Microsoft Dynamics CRM Online の概要と本自習書シリーズ「マーケティング編」で学習で

きることを解説します。 

2.1 Microsoft Dynamics CRM Online の概要 

Microsoft Dynamics CRM Online とは、営業、サービス、マーケティングといった企業のさまざまな部門

で活用できるマイクロソフトの 統合型 CRM です。お客様との商談や問い合わせ履歴などをお客様志向で

一元的に管理することができます。 

PC のブラウザー操作では、他のマイクロソフトの製品やサービスと同様にタイル形式のユーザーインター

フェースを備え、直観的にご利用いただけます。ブラウザー以外でも Outlook からの利用やスマートフォ

ンやタブレット専用アプリなどが提供され、フレキシブルなワークスタイルにも対応します。 

 

図 1.2-1 サインインした直後に表示される「ようこそ」画面の「CRM の説明」 

 

 

図 1.2-2 Microsoft Dynamics CRM Online の 各業務の概要 

  

潜在顧客の管理や営業案件の登録からクローズ、見積、受注、

請求などの営業業務を支援

お客様からの問い合わせやサポート案件の管理、サービス活動

などのサポート業務を支援

マーケティングリストの作成やキャンペーンの管理、潜在顧客

の管理などのマーケティング業務を支援
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提供形態としては、クラウドサービスである Microsoft Dynamics CRM Online、社内設置（オンプレミ

ス）の Microsoft Dynamics 設置型やマイクロソフトのパートナー企業のホスティングサービスがあるた

め、自社の背景やニーズに応じてご選択いただくことができます。 

また、Microsoft Dynamics CRM Online では、国際的な第三者機関の認定を受けた東日本と西日本の冗長

化されたデータセンターから提供されるため、海外のデータセンターを使う場合と比べて安心感が伴いま

す。既に自社で Office 365 を利用しているもしくは将来 Office 365 を導入する予定であれば、Office 

365 と同じスタート画面から同じ ID で操作することもできます。Office 製品との親和性もありさまざまな

連携機能が提供されています。 

 

2.2 本書で学習できること 

本書「マーケティング編」では、姉妹書「無料トライアルのセットアップ編」を実施され、無料トライアル

版を取得された方が、マーケティング業務の基本機能を Internet Explorer 10 または 11、Google 

Chrome などの一般的なブラウザー操作で体験できるように構成されています。 

 

本書で学習できることは次の通りです。 

1. マーケティング業務の開始から終了までのプロセス 

収集した顧客情報を潜在顧客として登録したり、マーケティング活動を行うためのマーケティングリス

トを作成したりします。またマーケティング活動として行うキャンペーンの実施や反応も管理すること

で、マーケティング活動の開始から終了までの一連の操作を学習できます。 

2. ダッシュボードやレポートなど登録されたデータを活用できるしくみ 

マーケティング活動として実施しているキャンペーンにはどのようなものがあるのか、現在の状況はど

のようになっているのかなど、マーケティング活動を行っていくうえで必要な情報やタスクがダッシュ

ボードやレポートから一目で確認できることを学習できます。 

 

なお、本書では、Microsoft Dynamics CRM Online の「マーケティング」モジュールを活用していただく

方法が紹介されており、マイクロソフトがクラウドサービスとして提供している Microsoft Dynamics 

Marketing の内容は含まれておりません。Microsoft Dynamics Marketing については、「8. Dynamics 

Marketing の使用」を参照してください。 
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3. Microsoft Dynamics CRM Online へのサインインと画面構成 

この章では、Microsoft Dynamics CRM Online へのサインインと画面構成ついて学習します。 

3.1 Microsoft Dynamics CRM Online へのサインイン 

ここでは、Microsoft Dynamics CRM Online を使うためにサインインします。 

1. ブラウザーから次の URL を入力します。「http://portal.office.com/」 

 

2. 姉妹書「無料トライアルのセットアップ編」で登録したユーザーのアカウントとパスワードを 

入力し、サインインします。 

ここでは、古橋敦子（furuhashi@contosocrm96.onmicrosoft.com）でサインインしていますが、 

皆様が登録したアカウントとパスワードでサインインしてください。 

 

  

http://portal.office.com/
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3. 初回パスワードの変更画面が表示された場合は指示に従ってパスワードを変更し、もう一度 

サインインします。すでにパスワードを変更済の場合は次に進みます。 

 

4. Office 365 をご利用の場合などに Office 365 の画面が表示された場合は、左上のタイルから [CRM] を

クリックして、Dynamics CRM Online にサインインします。 

 

メモ 

 Office 365 をご利用でない場合には、Microsoft Dynamics CRM Online に自動的に遷移します。 

Office 365 管理センターが表示された場合には、上記手順 4 と同様の操作で Microsoft Dynamics CRM 

Online にサインインします。 
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5. 「CRM の説明」と表示された「ようこそ」ダイアログボックスは [×] をクリックして閉じます。 

この画面は上部ナビゲーションの[設定]（歯車のマーク）-「「ようこそ」画面を表示する」を 

クリックして、いつでも表示することができます。 

 

6. Microsoft Dynamics CRM Online の [営業活動ソーシャルダッシュボード] が表示されます。 

上部に黄色いバーが表示された場合は、[×] をクリックして閉じます。 
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3.2 Microsoft Dynamics CRM Online のダッシュボードと個人用設定 

ここでは、Microsoft Dynamics CRM Online にサインした直後に表示されるダッシュボードと、ユーザー

の画像をアップロードするなどの個人用の設定について確認します。 

 

 ダッシュボード 

「営業活動ソーシャルダッシュボード」の部分はビューと呼ばれ、右側の▼からビューを切り替えることが

できます。ここでは、無料トライアル版に付属しているサンプルデータで確認するために、「マーケティン

グソーシャルダッシュボード」に切り替えます。 

1. [営業活動ソーシャルダッシュボード] の▼をクリックし、[マーケティングソーシャルダッシュ 

ボード] を選択します。 

 

2. 「マーケティングソーシャル ダッシュボード」ビューに変更され、サンプルデータが表示され 

ました。 
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3. 画面上部のコマンドバーの [既定として設定] をクリックすると切り替えたビューが最初に表示される

ように既定に設定することもできます。（以降は、「マーケティングソーシャル ダッシュボード」を

既定として設定しています。） 

 

 

 画像の表示 

画面上部のナビゲーションのユーザー名が表示された領域に、任意の画像をアップロードして自分の写真

などを表示することができます。 

1. ユーザー名が表示された領域の  をクリックします。 
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2. [イメージの編集] の [コンピュータから画像をアップロードする] が選択されていることを確認し、 

[参照] をクリックします。 

 

3. アップロードするファイルを選択し、[開く] をクリックします。 

 

4. [OK] をクリックします。 
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5. ユーザー名が表示された領域に、アップロードした画像が表示されます。 

 

 

 個人用オプションの設定 

[個人用オプションの設定] を使用して、使いやすいようにカスタマイズをすることができます。 

1. ナビゲーションの[設定] （歯車のマーク）- [オプション] をクリックします。 

 

2. 表示された [個人用オプションの設定] の [全般] タブの [タイムゾーンの設定] の▼をクリックし、 

[大阪、札幌、東京] を選択して、[OK] をクリックします。 
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メモ 

サインイン後に表示される既定のウィンドウを変更することもできます。 

ユーザーがサービス担当の場合には、「サービス」を、マーケティング担当の場合には「マーケティン

グ」を選択することで、担当する業務に応じた画面をすぐに表示することができます。 

既定のウィンドウを変更するには、[個人用オプションの設定] の [全般] タブの [既定のウィンドウ] の▼

をクリックして選択します。 

それ以外にも上部のタブを切り替えることでさまざまな個人用のオプションを設定することができます。 

 

（マーケティング関連の操作を行う場合は、既定のウィンドウを、「マーケティング」にしておくのが 

よいでしょう。） 
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3.3 Microsoft Dynamics CRM Online のナビゲーション 

Microsoft Dynamics CRM Online のナビゲーションの [メイン] をクリックすると、[営業]、[サービス]、

[マーケティング] の各モジュールへのタイルや [設定]、[ヘルプ] というタイルが表示されます。 

さらに [サービス] などのタイルをクリックすると、その業務で利用するタイルが表示されます。 

現在の画面がどのようなものであったとしてもクリックすることで、業務（モジュール）をまたがって目的

とする画面を表示することができます。 

 

ナビゲーションで [マーケティング] などの業務が選択されている場合は、右側の▼をクリックすること

で、当該業務で利用するタイルが表示され、目的とする画面を表示することができます。 
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4. マーケティング業務の流れ 

この章では、マーケティング業務の流れやシチュエーション、代表的な用語について学習します。 

4.1 マーケティング業務の流れ 

ここでは、今から実際の操作を行うマーケティング業務の一般的な流れを学習します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① マーケティングリストの活用 

イベントやアンケートなどで収集した顧客の情報を潜在顧客として登録します。マーケティング活動の

ターゲットとなる条件に合わせて、潜在顧客の一覧からマーケティングリストを作成し、活用します。

市場機会を発見したりターゲットの選定を行ったりする活動となります。 

② キャンペーンの活用 

マーケティング活動の内容に合わせてキャンペーンを立案し、登録します。またキャンペーンが実行さ

れたときには、そのキャンペーンに対する反応を登録し、ターゲットを絞り込んでいきます。 

③ マーケティング状況の確認とデータ活用 

ダッシュボードやさまざまなレポートやビューを活用して、視点を変えてデータを分析することができ

ます。 

  

マーケティング状況の確認 

とデータ活用 

・ダッシュボードの活用 

・レポートの活用 

・ビューの活用 

キャンペーンの活用 

・キャンペーンの作成 

・キャンペーンの活動の登録 

・マーケティングリストの関連付

け 

・キャンペーンの反応の登録 

・キャンペーンの反応を営業案件

などに変換 

3 2 

サマーケティングリストの活用 

・潜在顧客のインポート 

・マーケティングリストの作成 

・リストメンバーの差し込み印刷 

・簡易キャンペーンを作成し、電

子メールを送信する 

1 
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4.2 本書のシチュエーション 

本書では、例としてシステム会社のマーケティング課長である古橋敦子が Microsoft Dynamics CRM 

Online を使用する想定で記述しています。自らもセミナー企画などのマーケティング業務を行いながら部

下の管理も行っています。想定企業では、Microsoft Dynamics CRM Online や Office 365 などのクラウ

ドサービスを販売・サポートしています。 

マーケティング業務は企業の業界・業種等によりさまざまな形態がありますので、Microsoft Dynamics 

CRM Online では、それぞれの企業に応じて使用することになります。 

よって、これから操作を行う際の登録データについては、システム会社を想定した本書と同じ内容でもよい

ですし、自社の業界・業種に合わせたデータをご登録いただいて操作することもできます。 

 

 

 

 

 

  

 

 

4.3 代表的な用語 

ここでは、Microsoft Dynamics CRM Online の代表的な用語を解説します。 

最初は、すべてを覚える必要はありません。操作する過程で自然と覚えていただけます。 

NO. 用語 意味 

1 モジュール 営業、サービス、マーケティングなど各サービスのアプリケーションのこと。 

2 ナビゲーション Microsoft Dynamics CRM Online の上部の全体メニューのこと。 

3 コマンドバー 各画面での操作メニューのこと。 

4 ダッシュボード データを集めて一覧やグラフなどで表示する画面のこと。 

5 アクティビティ

フィード 

Microsoft Dynamics CRM Online を利用しているユーザー間での 情報共有や

コラボレーションを容易にする機能のこと。 

6 エンティティ 情報の管理単位。データベースのテーブルのようなもの。 

「潜在顧客」、「営業案件」、「取引先企業」、「取引先担当者」など。 

7 フィールド エンティティ内のデータ項目のこと。「名前」、「会社名」など。 

8 レコード データ 1 件分のこと。 

9 オープン 進捗中のレコードの状態。 

10 アクティブ 同上 

11 クローズ 終了したレコードの状態。 

12 ビュー レコードの一覧でフィルターや列を組み込んだもの。 
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5. マーケティングリストの活用 

マーケティング活動を行う場合には、その対象となる顧客が必要です。 

ここでは、収集した顧客の情報を潜在顧客として登録したり、潜在顧客として登録された顧客の一覧から 

マーケティングリストを作成し、活用したりする方法について学習します。 

5.1 潜在顧客のインポート 

Web を利用したアンケートを行いました。アンケートに回答した方々を潜在顧客として登録します。画面

から 1 件ずつ登録することもできますが、件数が多いため、Excel からインポートすることとします。 

1. 潜在顧客をインポートするには、[マーケティング] の右側にある▼をクリックして、[潜在顧客] を 

クリックします。 

 

2. 上部コマンドバーの [データのインポート] から [インポートするテンプレートの…] を選択し、 

テンプレートファイルをダウンロードします。 
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3. テンプレートファイルは Excel で作成されています。保護ビューで開かれた場合には、メッセージバー

の[編集を有効にする] をクリックします。 

 

4. 必要な項目を入力したら、[上書き保存] をしてファイルを閉じます。 

 

 

メモ 

既存のエクセルファイル（ .xls または .xlsx）や CSV 形式のファイルがある場合には、それをインポート

して利用することもできます。 

いずれの場合にも、先頭行に項目名（フィールド名）が必要です。 
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5. 上部コマンドバーの [データのインポート] から [データのインポート] を選択します。 

 

6. [参照] をクリックして、インポートするファイルを選択します。 
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7. インポートするファイルを選択したら [次へ] をクリックします。 

 

8. [重複の許可] や [インポート済みレコードの所有者] を確認し、[送信] をクリックします。 
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9. データが「潜在顧客」としてインポートされました。（インポートしたデータが表示されていない場合

には、表示されているページを再読み込みして、最新の情報に更新してください） 

 

 

5.2 マーケティングリストの作成 

マーケティングリストとは、マーケティングの対象としたいある一定の条件に基づいて抽出された顧客の

情報です。 

例えばマーケティング担当者が顧客に対して何らかの働きかけを行おうとした場合に、それに合わせて 

地域や年齢層、性別などといった情報にもとづいたリストが必要になります。 

ここでは、マーケティングリストの作成方法について学習します。 

1. マーケティングリストを作成するには、[マーケティング] の右側にある▼をクリックして、 

[マーケティングリスト] をクリックします。 
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2. 上部コマンドバーの [新規] をクリックします。 

 

3. [名前] を入力し、[対象] から「潜在顧客」を選択します。必要事項の入力が終了したら [上書き保存] 

をクリックします。 

 

 

メモ 

対象では、「潜在顧客」以外にも「取引先企業」や「取引先担当者」を指定することができます。 

リストの種類では、「静的」リストと「動的」リストのどちらかを選択することができます。 

メンバーを手動で追加したり、更新したりする場合には、静的リストを使用します。 

都道府県ごとにリストを作成したいなど、自分で設定した検索条件に基づいて、常に最新のメンバーの 

一覧が追加されるようにする場合には、動的リストを使用します。動的マーケティング リストは、 

リストを開いたとき、このマーケティング リストから簡易キャンペーンを作成したとき、またはこの 

マーケティング リストに関連付けられたキャンペーンのキャンペーン活動を配布したときに、更新され

たメンバーのリストがその都度取得されます。 
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4.  [メンバー] の [ + ] をクリックします。 

 

5. [メンバーの管理] で [検索を使用して追加] を選択し、[続行] をクリックします。 

 

6. メンバーにしたい潜在顧客を選択し、[選択] クリック後、[追加] をクリックします。 
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7. メンバーが追加されました。 

 

 

メモ 

[高度な検索を使用して追加] を選択すると、より詳しい条件で検索することができます。イベント実施な

どのマーケティング活動においては、いかにターゲットを絞り込み効果的に実施することが問われます。

例えば以下図の例では、会社が東京都にあり、従業員数が 1,000 名以上の企業に勤めている相応の決裁権

限を持った部長職をターゲットとしています。[高度な検索を使用して追加] を利用すればすぐに目的とす

る潜在顧客をマーケティングリストに追加することができます。 

 

リストの種類で「動的」リストを選択している場合には、[メンバー] の [ + ] をクリックしたときにこの

画面が表示されます。 
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5.3 リストメンバーの差し込み印刷 

マーケティングリストのメンバーとして取得された顧客の情報を利用して差し込み印刷を行い、案内状な

どを発出することができます。 

1. 差し込み印刷を行うには、上部コマンドバーの […]（その他のコマンド）から [リスト メンバーの差し

込み印刷] をクリックします。 

 

2. [差し込み印刷の種類の選択] で 「レター」が、[最初のテンプレート]では、「空のテンプレート」が

選択されていることを確認し、[ダウンロード] をクリックします。[最初のテンプレート]で他のオプシ

ョンを選択すると [設定] – [テンプレート] –[差し込み印刷用テンプレート] であらかじめ登録したテン

プレートを利用することもできます。 
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3. ダウンロードされた Word 文書を開き、[アドイン] タブの [CRM] をクリックします。 

 

 

メモ 

保護ビューで開かれた場合には、情報バーの [編集を有効にする] をクリックします。 

 

 

4.  [差し込み印刷の宛先] で、リストを確認したら [OK] をクリックします。 
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5. 文書を作成し、[差し込みフィールドの挿入] から必要なフィールドを挿入します。後は、Word の差し

込み印刷機能を使って順番に印刷などの処理が可能です。 

 

 

5.4 簡易キャンペーンを作成し、電子メールを送信する 

マーケティング活動において、顧客への働きかけは「キャンペーン」という単位で管理されます。 

ここでは、マーケティングリストのメンバーに電子メールを送信するなど、ターゲットに対する単一のキ

ャンペーンを実施する簡易キャンペーンを作成する方法について学習します。 

1. 簡易キャンペーンを作成するには、上部コマンドバーの […]（その他のコマンド）から [簡易キャンペ

ーンの作成] をクリックします。 
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2. 簡易キャンペーンの作成ウィザードが表示されるので、[次へ] をクリックします。 

 

3.  [名前] を入力し、[次へ] をクリックします。 
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4. [活動の種類] から「電子メール」を選択し、[次へ] をクリックします。 

 

 

メモ 

電子メールも送信したいが、電話もかけたいといったように複数の活動を行う必要がある場合には、 

簡易キャンペーンではなく、キャンペーンを作成します。 

キャンペーンの作成については「6.キャンペーンの活用」を参照してください。 

 

 

5. [件名] と [電子メールの本文] を作成し、[次へ] をクリックします。[テンプレートの使用] をオンにし

て [設定] – [テンプレート] -[電子メールテンプレート] からあらかじめ登録しておいた電子メールテン

プレートを利用することもできます。 
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6. キャンペーンの内容を確認し、[作成] をクリックします。 

 

7.  [簡易キャンペーン] のサブグリッド内の一覧に、作成した簡易キャンペーンが追加されます。 
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8. 簡易キャンペーンの名前をクリックすると、活動の詳細を確認することができます。 

簡易キャンペーンは「クローズ」され、「読み取り専用」となっています。 

 

 

メモ 

Microsoft Dynamics CRM Online で電子メールを送受信するためには、Microsoft Dynamics CRM 

Online と Office 365 のテナントが統合されており Exchange Online を利用しているか、他のメールシス

テムを Microsoft Dynamics CRM Online に接続するなどがあります。 

そのような場合には、Microsoft Dynamics CRM Online 上に作成される各ユーザーのメールボックスを

有効にします。また、Outlook 用 CRM アドインをインストールすることで、Outlook の電子メールと同

期することもできます。 

 

Microsoft Dynamics CRM Online と Office 365 のテナントを統合する方法は、Dynamics CRM Online 

自習書シリーズの無料トライアルのセットアップの「Office 365 と同じテナント下にセットアップする場

合」を参考にしてください。 

https://technet.microsoft.com/ja-jp/cloud/crm_learning.aspx 

メールボックスを有効にするには、[設定] から [電子メールアクセス構成] の中にある [メールボックス] 

を選択します。（他のユーザーのメールボックスも確認したい場合には、ビューを「アクティブなメール

ボックス」にします）有効にしたいユーザーのメールボックスを選択し、[メールボックスのテストと有

効化] をクリックします。またテストの結果、Office 365 管理者の承認を求められた場合には、[電子メー

ルの承認] を行ってください。 

詳細については、以下の Web ページでも確認していただくことができます。 

http://blogs.msdn.com/b/crmjapan/archive/2015/09/07/test-and-enable-mailboxes-in-microsoft-

dynamics-crm-2015.aspx 

Outlook 用 CRM アドインを取得すると、ブラウザーではなく Outlook から Microsoft Dynamics CRM 

Online を利用することができます。詳細については、以下の Web ページをご確認ください。 

http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-customer-center/set-up-crm-for-outlook.aspx 

 

https://technet.microsoft.com/ja-jp/cloud/crm_learning.aspx
http://blogs.msdn.com/b/crmjapan/archive/2015/09/07/test-and-enable-mailboxes-in-microsoft-dynamics-crm-2015.aspx
http://blogs.msdn.com/b/crmjapan/archive/2015/09/07/test-and-enable-mailboxes-in-microsoft-dynamics-crm-2015.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-customer-center/set-up-crm-for-outlook.aspx
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6. キャンペーンの活用 

前章でも取り上げましたが、マーケティング活動において、顧客への働きかけは「キャンペーン」という 

単位で管理されます。「キャンペーン」と「簡易キャンペーン」には、次のような違いがあります。 

 キャンペーン 簡易キャンペーン 

キャンペーン活動 
電話をかけて、電子メールも送信す

るなど、一つのキャンペーンに複数

の活動を含めることができます。 

電話をかける、電子メールを送信す

るなど、一つの活動のみ実施できま

す。 

マーケティングリスト 
複数のマーケティング リストを利用

することができます。 

一つのマーケティグリストのみ利用

することができます。 

キャンペーンの反応 
キャンペーン活動に対する反応は、

営業案件、潜在顧客、受注、または

見積もりに変換することができま

す。 

簡易キャンペーンの結果は、簡易キ

ャンペーンの記録としてのみ保存さ

れます。 

 

6.1 キャンペーンの作成 

1. キャンペーンを作成するには、[マーケティング] の右側にある▼をクリックして、[キャンペーン] を

クリックします。 
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2. 上部コマンドバーの [＋ 新規] をクリックします。 

 

3. キャンペーンの [名前] を入力し、上部コマンドバーの [上書き保存] をクリックします。 
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6.2 キャンペーン活動の登録 

追加したキャンペーンに、キャンペーン活動を追加します。 

1. キャンペーン活動を追加するには、[月次メールマガジン（キャンペーン名）] の右側にある▼をクリッ

クして、[キャンペーン活動] を選択します。 

 

2. [+ 新しいキャンペーン活動の追加] をクリックします。 
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3. キャンペーン活動の [件名] を入力し、[保存して閉じる] をクリックします。 

 

4. キャンペーン活動が登録されました。 

 

 

メモ 

複数のキャンペーンを実施する場合には、この操作を繰り返します。 

 

  



 

  34 |  

5. [フォームのセクション] から [概要] をクリックして、「月次メールマガジン」の概要ページへ 

戻ります。 

 

 

6.3 マーケティングリストの関連付け 

キャンペーンに使用するマーケティングリストを関連付けます。 

1. キャンペーンの概要ページの [マーケティングリスト] の [+] をクリックします。 
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2. 検索されたマーケティングリストの中から関連付けを行いたいものを選択し、[追加] をクリックしま

す。 

 

3. [追加] をクリックします。 
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4. マーケティングリストが追加されました。 
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6.4 キャンペーンの反応の登録 

キャンペーンに対して何か反応があれば、その反応を記録することにより、チームがその反応に対して行動

ができるようにします。 

また応答率を確認することにより、キャンペーンの成否を測ることができます。 

1. キャンペーンの反応を登録するには、[月次メールマガジン（キャンペーン名）] の右側にある▼をクリ

ックして、[キャンペーンの反応] を選択します。 

 

2. キャンペーンの反応関連ビューが表示されるので、[ + 新しいキャンペーンの反応] をクリックしま

す。 
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3. [件名] を入力します。 

 

4. [顧客] の    をクリックすると、既定で登録されている顧客企業名が表示されるので、 

[他のレコードの検索] をクリックします。 
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5. 検索条件を入力して、対象となる顧客を検索、選択し、[追加] をクリックします。 

ここでは以下の条件で検索をしています。 

[検索] : 潜在顧客 

[検索場所] : キャンペーンの潜在顧客 

 

6. 必要事項の入力が終了したら、[保存して閉じる] をクリックします。 
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7. キャンペーンの反応が追加されました。 

 

 

6.5 キャンペーンの反応を営業案件などに変換 

キャンペーンに対して顧客から前向きな反応を得られた時には、その反応を営業案件などに変換して利用

することができます。 

1. 変換の対象となるキャンペーンの反応をクリックします。 
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2. 上部のコマンドバーの [キャンペーンの反応の変換] をクリックします。 

 

3. 応答の変換内容を選択し、[OK] をクリックします。 
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4. 潜在顧客の変換方法を選択して [OK] をクリックします。 

 

 

メモ 

潜在顧客レコードに「取引先企業」、「取引先担当者」の内容が登録されていないと、ここで選択しても

レコードが作成されません。 

 

 

5. 「営業案件」、「取引先企業」、「取引先担当者」など選択したオプションの項目に変換されます。 
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6. 変換されたキャンペーンの反応は、「クローズ」され、「読み取り専用」となります。 

 

 

メモ 

変換された営業案件の営業活動やその進捗状況について管理する方法については、姉妹書「営業（SFA）

ブラウザー編」に詳しく解説されています。 

「営業（SFA）ブラウザー編」では、以下のような営業業務（SAF）の一般的な流れについて学習するこ

とができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

営業案件状況の確認とデータ活用 

・ダッシュボードの活用 

・レポートの活用 

・検索の活用 

・ビューの活用 

・Excel の活用 

営業案件の管理 

・営業案件の編集 

・営業案件から取引先企業・ 

取引先担当者を確認 

・営業チームにメンバーの追加 

・アクティビティフィード 

・活動 

・業務プロセスフロー 

・営業案件のクローズ 

3 2 
潜在顧客から見込みありと評価し

営業案件へ 

・潜在顧客を 1 件簡易登録 

・潜在顧客でビュー確認 

・潜在顧客の編集う 

・潜在顧客を見込みありと評価し

営業案件へ 

1 
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7. マーケティング状況の確認とデータ活用 

ここまで、マーケティング業務の開始から終了までのプロセスを学習しました。ここからは、マーケティン

グ状況の確認や登録されたデータを活用できるしくみを学習します。Microsoft Dynamics CRM Online に

は、データを活用するしくみとしては、ダッシュボード、レポート、ビューなどがあります。 

7.1 ダッシュボードの活用例 

ダッシュボードでは、マーケティング活動の状況が一目でわかります。既定では、「マーケティングソー

シャルダッシュボード」が表示されますが、ビューの右側の▼からダッシュボードを切り替えたり、上部

コマンドバーの [既定として設定] で切り替えたダッシュボードを既定にしたりすることもできます。 

ここでは、ダッシュボードの活用方法を学習します。 

1. ダッシュボードを表示するには、[マーケティング] の右側にある▼をクリックして、[ダッシュボード] 

を選択します。 
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 マーケティングソーシャルダッシュボードの主なコンポーネント 

ダッシュボード内に表示されている部品はコンポーネントと呼ばれます。「マーケティングソーシャルダッ

シュボード」には既定で次のようなコンポーネントが配置されています。 

 

① マーケティング KPI（Key Performance Indicator） 

キャンペーンの種類や、コスト、そこから得られる売り上げなどがグラフで表示されています。 

② キャンペーン予算と実際のコスト（会計期間別） 

会計期間別のキャンペーン予算と実際のコストが表示され、予実対比や次会計期間の予算立案などに

利用できます。 



 

  46 |  

③ キャンペーンによって得られた売上 

キャンペーンを実施した結果どれくらいの売上に結びついたのクローズされた営業案件から効果を確

認することができます。 

④ 活動：現在実施されている、マーケティング活動を一覧で確認することができます。 

既定では自分のキャンペーンが表示されていますが、ビューを変更することができます。 

⑤ キャンペーン：現在実施されている、キャンペーンを一覧で確認することができます。 

既定では自分のキャンペーンが表示されていますが、ビューを変更することができます。 

 

 ドリルダウン 

グラフコンポーネントからドリルダウンで分析していくことができます。ここでは、キャンペーンの種類が

「広告」として設定されているキャンペーンの詳細を確認してみます。 

1. [キャンペーンの種類（複合）] グラフの「広告」の系列をクリックします。 

 

2. 表示されたツールバーから 「名前」を選択し、  をクリックします。 
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3. 「広告」がドリルダウンされ、キャンペーンの名前別の件数が表示されます。 

 

4. [戻る] をクリックするとひとつ前の画面に戻ります。[ホーム] をクリックすると、ダッシュボードの

初期画面に戻ります。（ここでは次の操作のために [ホーム] をクリックしてダッシュボードに 

戻ります） 
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7.2 レポートの活用例 

Microsoft Dynamics CRM Online では既定でさまざまなレポートが準備されており、データ分析に活用

できます。ここでは「キャンペーンの成果レポート」を例に、レポートの活用法について学習します。 

1. 上部ナビゲーションの [マーケティング] の右側の▼をクリックして [レポート] をクリックします。 

 

2. 「使用可能なレポート」ビューの一覧から「キャンペーンの成果」レポートを 

クリックします。 
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3. レポートの抽出条件はそのままで、[レポートの実行] をクリックします。 

 

4. キャンペーンの成果レポートが表示されます。 
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7.3 ビューの活用例 

一般ユーザーが利用するビューには、ビューの一覧でシステムビューというグループ内に表示される共有

ビューと自分のビューというグループ内に表示される個人用ビューがあります。エンティティに対するア

クセス権限があるユーザー全員が表示できるのが共有ビューです。個人用ビューは自分専用で、共有しな

い限り他のユーザーでは表示されません。 

 グラフの利用 

ビューでは、表示されたレコードについてグラフを確認することができます。 

1. ナビゲーションバーの [マーケティング] の右側にある▼をクリックして、[キャンペーン] を 

選択します。 

 

2. 「自分のキャンペーン」ビューが表示されます。 

 

  



 

  51 |  

3. 「自分のキャンペーン」の右側にある▼をクリックして、「キャンペーンのリストの表示」を 

選択します。 

 

4. キャンペーンのリストが表示されます。 
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5. キャンペーンのリストをグラフで表示するには、[グラフ] をクリックします。 

 

6. グラフが表示されます。 

 

 

メモ 

 グラフ内の ［キャンペーンの種類（複合）］ の右側にある▼をクリックして、 

表示するグラフを選択することもできます。 

 ダッシュボードと同じように、ドリルダウンもできます。 
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 フィルターの利用 

ビューでは、フィルターを利用して並べ替えや抽出ができます。 

1. フィルター機能を利用して並べ替えや抽出を行うには、  をクリックします。 

 

2. 並べ替えを行いたいフィールドの ▼ をクリックして、並べ替えまたは抽出を行います。 
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3. グラフ表示を閉じるには、  をクリックします。 

 

 

メモ 

 フィルター機能は、グラフを表示していない状態でも使用することが可能です。 

 グラフが表示されている場合、並べ替えやフィルターの抽出結果は、グラフにも 

反映されます。 

 

 

 個人用ビューの作成 

個人用ビューを作成することで、自分の目的に合わせたレコードをまとめて表示することができます。 

1. [キャンペーンのリストの表示] の右側にある▼をクリックして、[個人用ビューの作成] を 

選択します。 
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2. [高度な検索]ウィンドウが表示されます。ここでは、個人用ビューを作成するためのさまざまな条件を

設定することができます。ここでは以下のように指定します。 

検索：「キャンペーン」 

保存されているビューの使用：「キャンペーンのリストの表示」（既存のビューから選択できます） 

条件：「名前が次の値を含まない、テンプレート」（ [選択] をクリックして指定します） 

 

3. 条件の指定が終了したら、[高度な検索] タブの [結果] をクリックします。 
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4. 結果が表示されます。 

 

5. [高度な検索] タブに戻ります。想定した結果通りであれば、[ファイル名を付けて保存] をクリック 

します。 
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6. 適切な名前を入力し、[上書き保存] をクリックします。 

 

7. [キャンペーンリストの表示] の右側にある▼をクリックして、[自分のビュー] から保存したビュー

（テンプレート以外のキャンペーンリスト）を選択します。 

 

8. 作成した個人用ビューが表示されます。 
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メモ 

個人用ビューの編集：個人用ビューは後から条件を編集することができます。現在のビューの▼をクリック

し、[個人用ビューの作成] をクリックして [高度な検索] ウィンドウを出します。 

[保存されているビューの使用] をクリックして編集したいビューをクリックします。 

 

列の編集：必要に応じて、列を編集したり、追加したりできます。 

[高度な検索] ウィンドウの [高度な検索] タブの [列の編集] をクリックします。 
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8. Dynamics Marketing の使用 

8.1 Dynamics Marketing の使用 

マイクロソフトでは、よりマーケティング業務の課題を解決するために、Microsoft Dynamics Marketing

をクラウドサービスとして提供しています。 

Microsoft Dynamics Marketing では、計画から実行、予算管理、効果測定まで完全に統合化されていると

とともに、Microsoft Dynamics CRM Online との連携により、マーケティング機能を強化し、Microsoft 

Dynamics Marketing で作り出したリードを営業に詳細情報と共に受け渡すことができます。マーケティン

グ活動が売上にどれだけ貢献したか可視化でき、マーケティング施策を営業が把握し営業活動に活かすとい

った連係プレーが可能です。Microsoft Dynamics CRM Online 同様クラウドサービスのため手軽に始めて

いただけます。 

詳細は、以下の URL をご参照ください。 

http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-marketing.aspx 

 

  

http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-marketing.aspx
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9. おわりに 

9.1 Dynamics CRM Online の活用 

Microsoft Dynamics CRM Online は、サービス管理業務にとっての効果的なツールであることがご理解い

ただけたと思います。 

Microsoft Dynamics CRM Online を活用することで、お客様満足度の向上に努めていただき、貴社の売上

拡大に結びつくことを期待致します。 

 


