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関連リストの紹介

ZohoCRMには、活動、商談、見積書、請求書といった取引先とのやりとりを保存するタブがたくさん
あります。多くの担当者が、顧客とのやり取りの合間にこれらのタブを何度も行き来しています。
このような場合は「関連リスト」を使えば、仕事がよりスムーズに進むかもしれません。

関連リストでは、親となる情報 (親レコード)に関連するデータを閲覧できます。例えばZohoCRMの
連絡先タブでは、顧客の基本情報の他に、その顧客に関連するタスク、商談、予定、商品、請求書な
どのデータを一画面で閲覧できます。関連リストを利用することで、複数のタブを行き来する手間か
ら解放されるでしょう。

Mr. Cheryl Haroldson - Edward S Katz

Lead Owner
Email
Phone
Mobile
Lead Status

Lezlie Craghead
Cheryl-haroldson@haroldson.org
     555-555-555
     555-555-555
Contacted

メール送信 次のステップへ 編集
情報

履歴 最後の更新:  11:40

関連リスト
メモ
添付
未完了の活動
完了した活動
商品
メール
キャンペーン
ソーシャル

1

今後の活動

4 30 セミナーの資料送付

詳細の表示

メモ

メモの追加...

添付 添付

添付なし

未完了の活動

件名 活動の種類 ステータス 期限 開始 通話の開始時間 活動の担当者 更新日時

新しいタスク 新しい予定 通話の記録

滝口 勉 - みなとみらい商事株式会社

見込み客の担当者
メール
電話番号
携帯電話
見込み客ステータス

川崎 敏夫
t.takiguchi@m.minato.m.jp
     555-555-555
     555-555-555
連絡済み

営業担当者が使いたくなるCRMとは
営業担当者の多くは、CRMを進んで活用しようとはしません。データの入力や、レポートの作成に手
間がかかり、CRMは使いづらいと感じています。CSOInsightsの調査によると、CRMは担当者の営
業活動を支援するためのツールではなく、商談の進捗状況と活動実績を把握するだけのツールと
して認識されているようです。しかし、CRMには営業活動に役立つ便利な機能がたくさんあります。
つまり、いかに営業担当者が使いたくなるCRMシステムを実装し、社内に定着させるかが重要なポ
イントです。この資料では、営業担当者が思わずCRMを使いたくなるポイントをご紹介します。
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見やすいCRMデータベースを作る 

使用しないタブは画面上に表示させない

Zoho CRMにはビジネスをサポートするためのさまざまな種類のタブを用意しているため、ビジネ
スによっては使う必要のないタブもあります。そこで、ユーザーに権限や役職を設定することで、閲
覧できるタブを制限できます。

役職を設定すると組織の階層を構築し、権限を設定すると各ユーザーの操作に関する権限レベル
を明確にします。これにより、営業担当者にとって不要な情報を取り除くことができるのです。

商談

レイアウト

メール 電話

複数選択

日時

自動番号

小数

長整数

URL

複数選択の
ルックアップ

複数行

選択リスト

日付

数字

通貨

パーセント

チェックボ...

ルックアップ

数式

新しい項目

レイアウトのルール 項目 リンクとボタン 概要

一行

一行

新しい項目

新しいセクション

カスタム項目の件数

標準

商談情報 新しいレイアウトの作成

総額商談の担当者

商談名

取引先名

種類

次のステップ

見込み客のデータ元

連絡先名

更新者

通貨

完了予定日

ステージ

確度（％）

売上の期待値

キャンペーンのデータ元

購入数

割引

カテゴリー

契約日

契約開始日

契約者

作成者

為替レート

オプション１

ルックアップ

ルックアップ

一行

通貨

通貨

日付

日付

日付

数字

数字

数字

ルックアップ

オプション１

オプション１

オプション１

オプション１

ルックアップ

ルックアップ

一行

一行

パーセント

キャンセル保存

さらに、関連リストから対象のタブに新しいデータを作成し、親レコードに関連付けることもできま
す。例えば、取引先タブのデータを表示していて、この取引先との商談を登録したい場合、商談の関
連リストにある「＋新しい商談」をクリックしてください。作成した商談のデータは自動的に取引先
のデータに関連付きます。また、顧客に関する情報は、ソーシャルメディア上でのやりとりや表計算
シート、テキストファイルなど様々な箇所に分散しています。Zoho CRMでは、関連リストに加え、ソ
ーシャルメディアやメールなど連携する機能もあるため、見込み客や連絡先に関するすべての情報
をこれ一つに集約できるのです。
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顧客獲得時に大いに役立つモバイルアプリもご紹介しましょう。。
例えば、展示会に出席した営業担当者は、たくさんの名刺を獲得します。通常であれば、名刺の情
報から見込み客のデータを手動で登録しますが、モバイルアプリを使用すれば、その場で簡単にデ
ータを追加できます。

Zohoが提供する「Leads」、「Card Scanner」などのモバイルアプリは、お客様の名刺情報をスキャ
ン、データ化し、簡単にCRMに取り込むことができるので、即時にフォローを開始できます。

カメラ    　　   連絡先

カードエッジを探しています...

みなとみらい商事株式会社

竹本 晃
新規開拓営業部

みなとみらい商事株式会社
Ph : (800) 555-5296, (800) 555-5555

Email : info@m-msyouji.com
Website : www.minatosyouji.com

氏名 : 竹本 晃

ウェブサイト : www.minatosyouji.com

取引先 : みなとみらい商事株式会社

モバイルアプリの活用

必要な情報のみ収集できるような環境をつくる
ほとんどのCRMシステムには、データを保存するために多くの項目が用意されています。しかし、
中にはほとんど使用しない項目もあり、空欄の項目が目立つと、顧客情報が不足しているように感
じてしまいます。「レイアウト」の機能を使い、不要な項目を削除し、必要な情報だけを分かりやすく
表示されるようにしましょう。

例えば「レイアウトのルール」機能では、ある条件を満たした際に特定の項目を表示させるよう、
設定できます。例えば、不動産会社で顧客情報を管理する場合、建物の種類や契約の形態によって
入力する項目が変わる際に使用できます。
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顧客
会話 ストリーム 会話 ストリーム 会話 ストリーム

鳥海 かえで
あなたのブランドについて
言及しました

5分前

商談中 見込み客 /連絡先

鳥海 かえで 10分前

@Zylker の掃除機に新バージョンが出たようです。
使ってみましたが、軽くていいですね！

高田 輝昭 1分前

山下 俊彦 6分前

田中 晃
Zylker’s の投稿に対して
コメントしました

10分前

窪田 英二
Zylker’s の投稿に対して
コメントしました

1分前

あなたのブランドについて
言及しました田口 健太郎

ツイートに返信しました
1分前

Zoho CRMのソーシャル連携を使えば、新しくページを開き手動で検索する必要もなく、SNSのプロ
フィール情報に直接アクセスすることが可能です。また、担当者から直接SNSの投稿に対するメッ
セージやフォローを行うことで、顧客のニーズに応えようとしている努力や気遣いがより一層伝わ
るでしょう。

ソーシャル連携の活用
顧客の性格や好みを事前に理解していれば、アプローチや商談を進めやすくなります。では、どうや
ってそれらの情報を知ることができるのでしょうか？SNSはそのような情報を集めるのに効果的な
役割を果たしています。プロフィール情報や投稿を確認することで、顧客のニーズをより理解するこ
とに近づきます。
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商談成立

契約締結

価格調整

稟議段階

受注

営業活動

開始

新規顧客

訪問日程の確定

訪問の日程調整

商談成立

利用できる段階

情報と段階

商談フォローのプロセス
商談フォローを行う際のプロセス
タブ:商談   |　  レイアウト: 標準  |  項目: ステージ
プロセスの条件を入力 + 条件の追加

例えば、見込み客のデータが追加された際に自動でメールを送信し、フォローアップのタスクを担
当者に割り当てたり、商談が見積書提出の段階に進んだら、数日後にフォローアップのタスクを追
加するなどができます。もちろん、メールの送信、タスクの作成、項目の更新、Web通知などの処理
の自動化や、実行時間の設定も可能です。

作業を自動化する
Zoho CRMのワークフローを設定することで、ルーチンワークを効率化できます。一般的な営業プロ
セスは、見込み客の獲得、メールの送信、取引先への変換、提案活動を経て商談が成立します。
これらのプロセスを自動化することで、繰り返しの作業を削減しましょう。
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CRMはあなたの業務を効率化し、営業活動などの重要な業務に時間をかけるお手伝いをします。
異なる新商品やキャンペーンの案内メールの送信や、在庫の更新など、日々の業務には似たよう
な作業を繰り返し行うことがあります。こうした作業の効率化を実現するのがZoho CRMのテンプ
レートやマクロ機能です。

例えば、メールテンプレートを作成することでメールの内容を繰り返し作成する手間を省けます。
マクロ機能では、例えば商談を受注した際、他の営業メンバーに受注内容を知らせる通知メール
を設定できます。

メール すべてのタブ

テンプレート名 更新者

お問い合わせいただき、ありがとうございます。 滝沢 健二

新機能のお知らせ 滝沢 健二

定期セキュリティチェックのお知らせ 川口 かなこ

その後、ご検討のほどいかがでしょうか？ 滝沢 健二

問い合わせテンプレート

見込み客 商品に関するテンプレート

商品に関するテンプレート

商談フォローのテンプレート

8月9日

8月2日

6月24日

8月9日

各種書類 差し込み文書

見込み客

連絡先

連絡先

商談

テンプレートやマクロの活用
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自分にあったホーム画面にカスタマイズする
デ

ー
タ

数

広告

営業からの電話

Webフォーム

Google AdWords

展示会

セミナー

資料ダウンロード

データ元別の見込み客

1000

380

266

102

382
295

750

500

250

0

429

745

ステータス別の見込み客

要精査
204 (7.85%)

興味なし
544 ( 20.93% )

優先顧客
409 ( 15.74% )

要連絡
231 ( 8.89% )

メール送信済み
466 ( 17.93% )

連絡済み
745 ( 28.66% )

今日の活動

件名                          　　　活動の種類     　　　登録日時  　　　　　　　更新日時                               期限      ステータス            優先度    関連情報                                 活動の担当者 

営業定例     　　　　予定                  　　2018/06/21/ 11:00       2018/06/21/ 11:30         2018/06/21　   未完了　　高                   　　高嶺 詩織      　　　    滝沢　健二

顧客訪問     　　　　タスク                  　　2018/06/18/ 13:00       2018/06/21/ 11:30         2018/06/21　   未完了　　高                   　　田中 勝  　　　    　　滝沢　健二

見積書作成     　　　　タスク                  　　2018/06/17/ 11:00       2018/06/21/ 11:30         2018/06/21　   完了　　　中                   　　岸本 文香　　    　　  滝沢　健二

電話　　　　　       　タスク                  　　2018/06/17/ 11:00       2018/06/21/ 11:30         2018/06/21　   完了　　　中                   　　岸本 文香　　    　　  滝沢　健二

Zoho CRMのホーム画面は、各担当者が自分にとって必要な情報をですぐに閲覧できるよう、設置
するレポートやグラフをカスタマイズできます。

例えば、データ元別の見込み客、ステージ別のパイプライン、自分の通話履歴、未対応のタスクと予
定一覧など、欲しい情報をホーム画面に集約できます。

営業活動が楽しくなる
仕掛けを用意する
業務に対するモチベーションを高め、楽しく働
ける環境をCRMでつくることも、営業担当者が
使いたくなるCRMとして必要な要素です。
Zoho CRMのゲームスコープ機能では、営業担
当者の競争心を引きだし、モチベーションをア
ップすることで、売上アップを実現します。
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具体的には、条件をクリアするとトロフィーやバッジを付与し、チーム内でその数を競い合いモチベ
ーションをアップします。営業目標を達成するために必要な活動をゲームとして設定し、営業担当
者の士気を高め、飽きることなく活動できます。

ゲーム設定の例えとして、１日にできるだけ多くの見込み客を連絡先に変換する（商談化する）ゲー
ムを作成し、見込み客を５人変換できた担当者にはトロフィーが一つ与えられるよう設定します。
他にもZoho CRMのゲームスコープ機能では、1日単位だけでなく、長期的な活動にゲームを設定
することもできるため、例えば、前年度の営業成績を基に、自動的にボーナスを算出し、表彰するこ
とも可能です。

活発にコミュニケーションができる環境を構築する
チーム内で円滑なコミュニケーションを実現できれば、協調性が高まり、仕事の生産性も向上しま
す。チームが一丸となって協力するには売上目標を達成するために重要なポイントであり、これに
は会社の経営陣も含まれます。

しかし、コミュニケーションが不足していると上司・部下間、また同僚同士での誤解や衝突が発生
し、時には対立を生むケースも少なくありません。

ホーム 見込み客 商談 フィード

フィード
全てのフィード

グループ

マーケティング部

新規営業部

自分がフォロー中

未確認のデータ

自分がフォローのルール

管理    |   作成

フィードの設定

メッセージの共有

全てのユーザー 送信

フィード 全て 現在時刻

滝沢 健二さんが商談を更新しました。 お得意様追加購入案件
3日前

お得意様追加購入案件
¥ 300,000

売上の期待値 更新しました： ¥ 300,000 
総額 更新しました： ¥ 300,000

川崎 慎二さんが製品デモの依頼をしました。

4月 25日 , 2017

電話メモ：追加購入の依頼あり。早急に見積もりを送付（滝沢）

4月 25日 , 2017

コメントを入力してください

プロジェクト 取引先 活動 見積書
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メッセージの投稿では、全体への共有はもちろん、共有したいユーザー、グループのみでのやりとり
としても利用できます。

フィード機能を活用し、コミュニケーションを円滑にし、より協力しあえるチームを築きましょう。



ゾーホージャパン株式会社
〒220-0012
神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-1
みなとみらいセンタービル13F

お問い合わせ Zoho CRM ヘルプ
https://www.zoho.com/jp/crm/resources/


