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導入前の課題

ITの活用で営業の無駄を省き、提案力を強化したい
株式会社エーアイテイー (以下、AIT) は、中国物流、海上輸送、通関業務におけるフォワーダー業界屈指の
低運賃とスピードを誇る総合物流企業です。2011 年 8 月には、本社を新社屋へ移転し業務の意思決定の
スピード化を図り、同 10 月には、成田空港に営業所を開き航空輸送業務を増強するなど、成長に向けた積
極的な経営を行っています。
日本の輸出入の物量は、近年横ばいの状況ですが、この市況下において AIT は、継続した営業収益の拡大
を実現しています。その成長の源泉は営業力にあると常務取締役 管理本部長　波床知喜氏は語ります。

「当社の成長の源泉は、お客様に合ったサービスを提案できるコンサルティング営業です。今後はこれをさ
らに増強したいと考えています。その 1 つの手段は営業の人数を増やすことですが、質が高く即戦力となる
営業を安定的に採用することは非常に難しい。そこで IT の活用により、営業の無駄を省き、提案力を強化
して、それぞれの営業の生産性と効率を上げようと考えました」。
AIT の営業部門では、情報共有の効率化が課題となっていました。一部で個人の感覚に頼った管理がなさ
れていたため、週次・月次単位での商談追跡をはじめ、新規・喪失顧客管理やスケジュール管理、引継ぎの
時間増などの課題がありました。たとえば、履歴管理により同一のお客様への非効率な対応を回避させる
場合、また、上司が部下の提案状況を把握して適宜アドバイスを行う場合も、Microsoft® Excel® スプレッ
ドシートによる情報共有では入力も参照も不便な状況でした」。

費用対効果が高く、必要機能が豊富なサービスの必要性
AIT は、2010 年 に Salesforce.com の サ ー ビ ス を 採 用 し ま し た。し か し コ スト 面 の 条 件 か ら、
Salesforce.com のサービスは基本機能に制限されたエディションを選択せざるをえず、費用に対し期待さ
れた効果をもたらすことができませんでした。また、メール サービスは他社ホスティング サービスを採用し
ていましたが、スケジュール管理機能などグループウェアは導入できていませんでした。

「同じ費用に抑えつつも、より機能豊富で効果が期待できるサービスはないだろうかという思いから再検討
を始めました。」と安食氏は当時を振り返ります。

Microsoft Dynamics CRM Online を選んだ理由

欲しかった機能が利用できて、しかも大幅なコスト削減が可能
AIT が Microsoft Dynamics CRM Online を選んだ理由について、総合企画部 
システム課課長 安食洋氏は次のように語ります。

「昨年度 (～ 2011 年 2 月) までには、親身に相談に乗っていただいた導入パー
トナーのリコージャパンさんと CSK Winテクノロジさんからマイクロソフト オ
ンライン サービスの紹介を受け、併せて同時期にリリースされた Microsoft 
Dynamics CRM Online についても情報収集を行いました。その後、さまざまな
評価の結果、Microsoft® Business Productivity Online Services (BPOS) と 
Microsoft Dynamics CRM Online であれば、グループウェアのスケジュール管
理機能や Salesforce.com では制限されていた機能などが利用可能であること
に加え、これまでよりも大幅に費用を抑えられることがわかりました」。
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『 Microsoft Dynamics CRM Online の
 導入で、機能向上とコスト削減を実現』

企業紹介：

株式会社エーアイテイーは、中国や東南
アジアを中心に特化した、あらゆる物
流ノウハウを持つ総合物流企業です。

「コストを下げたい」「速く届けたい」な
ど、お客様のご要望に合わせて、「いつ、
どの航路のどの便で輸送するのが最適
なのか ? 」など、最良なサービスを提
案できるのが最大の強みです。 海上輸
送や航空輸送、通関業務、国内配送な
ど、出荷から納品までをトータルにサ
ポートしております。

事業内容：

●貨物利用運送事業 (外航海運)
●貨物利用運送事業 (国際航空貨物)
●航空運送代理店業
●通関業
●海運仲立業
●損害保険代理店業
●コンテナその他輸送器具の販売並びに輸出入
●上記に付帯関連する一切の事業

プロジェクト概要
 CRM BPOS
 プロジェクト プロジェクト
商談開始 2011/1 2010/12
デモ提案 2011/3/4 2011/3/4
選定・ プロジェクト開始 2011/3 2011/3
導入完了 2011/9/30 2011/4/18
使用開始 2011/10/15 2011/5/30
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国際物流をデザインするコンサルティング営業力の強化を目指し、
Microsoft Dynamics® CRM Online を導入
機能向上とコスト削減を同時に実現
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導入ソリューション概要と導入効果

BPOSとあわせて採用し、50 ユーザーで始動
「Microsoft Dynamics CRM Online の導入は、営業部門では営業支援、また、統合顧客データベースとし
て 2011 年 10 月 15 日から本稼働しています。Salesforce.com の更新タイミングに合わせて 2011 年 1 
月から検討を始め、5 月に既存プロバイダーから BPOS への切り替えに着手するなど徐々に準備を進め、9 
月末には準備が完了。以降はプレ本番と営業部向け説明会を経て 10 月 15 日を迎えました」と安食氏は説
明します。

スケジュール管理以外にも、副次的効果が続々と出現
「これまで利用していた Microsoft® Outlook® Express を Microsoft® Outlook® に置き換え、Microsoft 
Dynamics CRM Online については、まず Salesforce.com で実現していた範囲の機能の移行を行ってい
ます。待望のスケジュール管理がスムーズに行えたほか、この過程で想定していなかった副次的効果が、現
時点で 3 つも出ています」と安食氏は笑顔で語ります。

●メール管理工数の削減による生産性向上を実現
以前 Microsoft Outlook Express/メール ホスティング サービスでは、メールの容量超過による PC パ
フォーマンスの悪化などが多く見られましたが、Outlook/Microsoft® Exchange Online では、メールの
効率的な管理により管理工数が削減され、営業担当者の生産性が向上されています。

●情報共有の効率化がメール送信量を削減
SharePoint® Online による社内掲示板の実装で情報共有が効率化され、メール送信量の削減にもつながっ
ています。社内のクラブにおける活動情報も掲載され、経営層を含めた社内交流の醸成に貢献しています。

●施設予約確認が、大変スマート ＆ スピーディに実現
今までは実際に施設まで足を運 んで空き状 況を確認して予約するということをしていましたが、
Outlook/Exchange Online による施設予約の実装によりその手間がなくなり、予約確認がとてもスピー
ディになりました。

営業活動の「見える化」を推進
安食氏は今後のシステム計画について、次のように語ります。「Salesforce.com で実装していた機能を 
Microsoft Dynamics CRM Online へ移行した後は、今まで実現できなかった Business Intelligence、
データ分析を実装したいと考えています。Salesforce.com では基幹データを取り込むところまでは行きま
したが、レポート機能の制限のため、求めていた「見える化」に至りませんでした。営業スタッフが Outlook 
の利用に慣れ、Salesforce.com の既設機能の移行が完了したところで Outlook と Microsoft Dynamics 
CRM Online の統合を行い、営業活動状況の情報共有がより一層容易になると期待しています」。

今後の展望

クラウド サービスを積極的に活用したい
安食氏は今後の展望について次のように語ります。「今回の CRM や BPOS など、どのような企業にも必要で共通なツールは、
BCP の観点からも積極的にクラウド サービスを利用したいと思います。また、基幹系データなど社内外の設置判断が必要な
ものに関しては、仮想化技術 (Windows Server® 2008 Hyper-V®) を増強したり、Windows® Azure™ の活用も考えていき
たいですね。単に費用をかけるだけではなく、クラウド サービスの特性を理解し、利点を生かして、システム構築・統合に向
けて歩んでいければよいと思っています」。

Microsoft Dynamics CRM Online の活用で、アカデミックな営業を目指す
「ビジネスを継続的に成長させていくうえで、人海戦術による新規顧客の獲得と既存顧客の維持は大変難しい。"Academic な
営業" の醸成が必要で、このためには効率化と生産性向上を支援する情報共有基盤の強化が必要であると考えています。お客
様と IT で "繫がっている" 状況ができると、競合にとっては高い参入障壁となる。現在、当社はお客様に Web を活用した貨
物検索サービスを提供していますが、これからは IT ツールをお客様との継続的な関係構築にもますます役立てていきたいで
すね」と波床氏は将来展望を熱く語ります。AIT は、お客様に最適のサービスを提案できる営業力でシェアを伸ばし成長を続
けてきました。現在約 60 名のコンサルティング営業スタッフのポテンシャルは、着実にパワー アップしています。

営業課所のスケジュールボード

ダッシュボードでのレポート表示




