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Slack で、顧客と密につながっ
た強い関係を構築
ビジネスは新たな時代に入り、新たな当たり前
が生まれています。コロナ禍で先の見えないグ
ローバル経済のなか、企業がなんとか生き抜く
ためにあらゆる業界の予算が縮小されました。
このような状況は、営業チームにとって新たな
課題を生み出しています。

2020 年 3 月に調査会社 TOPO が行ったアン
ケートでは、営業担当者との打ち合わせを入れ
ないと答えた購買担当者の数が 150% の急
上昇を見せました。一部の業界ではいくらか持
ち直したものの、この買い控え傾向は大きく広
がっています。また LinkedIn State of Sales 
Report 2020 によると、44% の組織が営業活
動に対する反応が鈍くなると予想していること
がわかりました。これは 44% の企業が営業サ
イクルの長期化を実感していることと相関して
います。

さらに Salesforce によると、企業をなかなか
信頼できないと考える顧客は 2020 年には 61% 
に上りました（2019 年の 54% から上昇）。

営業活動への反応が鈍り懐疑的な見方が広が
った今の状況は、営業チームにとって厳しいも
のです。これらの課題を克服するには、営業チ
ームは見込み客と既存顧客に対して新たな体
験を提供することに専念しなければいけませ
ん。それはただ製品を提供するだけでなく、自
社を顧客のパートナーとして位置づけてもらえ
るような体験です。

今や大多数の消費者が、購入決定時に製品の
品質と同じぐらい顧客体験を重視しています。
営業サイクルのあらゆる段階で優れた体験を提

供することは、競合他社から差別化できる大き
なチャンスです。

しかし営業チーム単独では、購買担当者が求め
るようなスピード感で連携してカスタマイズし
たカスタマージャーニーを実現することができ
ません。商談成立には、全社総出で臨む必要が
あるのです。

営業チームが最高の成果を出すために、今こそ
必要なリソースとの間にそびえる壁を壊さなけ
ればいけません。その壁とは、主にメールです。
メールのせいで情報が滞り、返答が遅れ、取る
べきアクションがわからなくなるのです。

もし皆さまの営業チームが、メールを 1 通も送
ることなく社内のエキスパートやリソースにすぐ
にアクセスできるとしたらどうでしょう？メール
の返信を何日も待つことなく、見込み客とリア
ルタイムでコミュニケーションできるならどうで
しょうか？

Slack が提供するのは、透明で連携しやすいコ
ラボレーションの枠組みです。これにより営業
チームは、見込み客や製品、マーケティング、財
務、法務などの各部門との連携を難なく実現で
きます。その結果、商談サイクルは短くなり、顧
客との関係は強くなり、担当者の生産性が上が
るのです。

https://blog.topohq.com/150-increase-in-buyers-not-booking-meetings-covid-19-survey-reveals/
https://blog.topohq.com/150-increase-in-buyers-not-booking-meetings-covid-19-survey-reveals/
https://business.linkedin.com/sales-solutions/b2b-sales-strategy-guides/the-state-of-sales-2020-report
https://business.linkedin.com/sales-solutions/b2b-sales-strategy-guides/the-state-of-sales-2020-report
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/salesforce-state-of-the-connected-customer-4th-ed.pdf
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/salesforce-state-of-the-connected-customer-4th-ed.pdf
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全社的なコラボレーションの強
化で商談成立を加速
今や営業チームはかつてないほどのプレッシ
ャーにさらされています。担当者は見込み客と
の信頼関係を築き、ニーズに沿ったソリューショ
ンを仕立てるという体験を実現しなければいけ
ません。こうした営業体験は以前から求められ
てきましたが、購買担当者のリソースが不足し、
あらゆる投資に対して慎重になっている今、ま
すます重要になっています。またコロナ禍で対
人営業を実施できないなか、担当者は見込み客
や既存顧客とのつながりをデジタルファースト
に最適化しなければ、競合他社に商談を奪わ
れかねません。

デジタルファーストのつながりでは、チーム間の
コラボレーションが非常に重要です。実際に顧
客の 78% は、話す相手にかかわらず取引する
企業には一貫した体験を求めています。こうし
た期待は競合他社との差別化を図るチャンスで
す。というのも、59% の顧客は未だ「1 つの企
業ではなく、複数の異なる部門とやり取りしてい
るように」感じているからです。

こうしたコラボレーションの手段として真っ先
に使われるのはメールです。企業のリーダーの 
82% が少なくとも部分的にはリモートワークを
続けるつもりだという現状ではなおさらです。し
かし、メールは営業サイクルのように時間が勝
負となる用途にはそもそも向きません。

まとまりのない長いメールのやり取りでは、営
業担当者も社内のほかのメンバーも顧客の重要
な情報にアクセスできず、結果的に見込み客に
十分な情報を提供できない可能性もあります。 
また複数の受信トレイに情報が分散している

と、新規リードからのメッセージや商談成立の
チャンスを逃しかねません。

これらのデメリットによって、見込み客に寄り添
った魅力的な営業体験の実現は不可能でない
にしろ、非常に難しくなるでしょう。その実現に
必要なのは、社内エキスパートや顧客インサイ
トへのアクセスを簡単にする部門間の協力関係
です。

社内のさまざまな部門の専門性を営業サイクル
に取り込むチーム営業なら、担当者が幅広いナ
レッジや経験を活用できるようになります。営
業担当者はそうしたナレッジを使うことで、購
買プロセスの各段階で大きな価値を生みつつ、
速やかな商談成立を実現できるのです。

Salesforce によると、成果の高い営業チームで
は、ほかのチームに比べて他部門の業務マネジ
メントが営業オペレーションに関わっている確
率が 2.3 倍高いことがわかっています。

真のチーム営業は、サイロ化した従来のコミュ
ニケーションツールでは実現できません。でも 
Slack で専用のチャンネルを使えば、部門を越
えたコラボレーションが簡単に実現するのです。

https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/Salesforce-State-of-Sales-4th-Ed.pdf
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/Salesforce-State-of-Sales-4th-Ed.pdf
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-07-14-gartner-survey-reveals-82-percent-of-company-leaders-plan-to-allow-employees-to-work-remotely-some-of-the-time
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-07-14-gartner-survey-reveals-82-percent-of-company-leaders-plan-to-allow-employees-to-work-remotely-some-of-the-time
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/Salesforce-State-of-Sales-4th-Ed.pdf
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/Salesforce-State-of-Sales-4th-Ed.pdf
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全社的なコラボレーションの強化で商談成立を加速

Slack で部門を越えたチーム
営業を実現
Slack を使えば、営業担当者は商談を素早くま
とめるのに必要な情報、エキスパート、アプリ
に 1 か所で効率よくアクセスできます。また社
内での情報のやり取りが減ることで営業プロセ
ス全体の効率が上がるため、Slack を活用する
営業チームでは営業サイクルを平均 13% 短縮
できることがわかっています。

Slack チャンネルを使うと、チームは必要なフ
ァイル、関係者、アプリのデータを 1 つのハブ
に集約できます。こうしたチャンネルが兼ね備え
るのは、メールの持つ力と会議の持つ利便性で
す。Slack 上の文字ベースのコミュニケーション
なら、わかりやすいうえアーカイブも可能です。
さらにメールと違ってあらゆる関係者が内容を
把握できるため、主な関係者への共有漏れの心
配もありません。常に生産的とは言えないビデ
オ会議の設定を待たずとも、リアルタイムで問
題に対応し、速やかな解決につなげることがで
きるのです。

Slack チャンネルではサイロ化の心配はありま
せん。チームに新しいメンバーが入ってもすぐに
会話に参加できるうえ、メッセージ履歴の検索
も簡単です。さらに CRM など主なツールからの
データも、いくつかキーを打つだけで手に入り
ます。関係者が力を合わせてリアルタイムで商
談に対応することが、結果的に成約スピードを
高めるのです。

さらにキーワード通知設定をカスタマイズする
ことで、営業部門以外のメンバーがサポートで
きるトピックを見逃さないようにすることもでき
ます。例えば、製品マーケティング担当者が最
大の競合企業の名前をキーワードにした通知を
設定したとしましょう。すると、チャンネルでそ
の企業の名前が挙がった時に製品マーケティン

グ担当者がすぐにその会話に参加し、見込み客
に対して競合事情を踏まえた提案作りをサポー
トできるようになります。

IDC Research による調査で営業リーダーの 
100% が、営業以外のチームとコラボレーショ
ンするうえで Slack が役立っていると回答した
のも頷けます。

「私たちにとって、チーム営業とは単に営業担
当者とセールスエンジニアが協力するだけでは
なく、製品管理、製品マーケティング、エンジニ
アリング、そしてもちろんカスタマーサービスと
カスタマーサクセスなどあらゆるチームと連携
することを意味しています」と話すのは、Splunk 
で AVP of Global New Product Sales を務め
る Quentin Packard 氏です。「現在のバーチャ
ルな世界では、チーム営業が特に重要です。そ
れをうまく実現できているのは、Slack という強
力なツールがあるからです」。

Splunk では、何百万ものセールスエンジニア
（SE）が Slack で一緒に問題を解決し、サポー
トし合い、無駄な作業をなくすことでチーム間
のコミュニケーションの溝を埋めています。そこ

https://a.slack-edge.com/eaf4e/marketing/downloads/resources/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
https://a.slack-edge.com/eaf4e/marketing/downloads/resources/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
https://slack.com/customer-stories/splunk
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では別の製品とのインテグレーションであれ、
ユースケースであれ、似たようなタスクの実施例
がすぐに見つかります。

例えばリモートで働くある SE が、#se チャン
ネルで Tableau のインテグレーションについ
ての情報を探していたところ、チームメンバー
からさまざまなベストプラクティスが集まりま
した。これにより、今後同じ質問を持つ人は今
回の会話を検索して見つけられるようになりま
す。SE は検索可能な情報の宝庫を手に入れた
ことで、Splunk のビジョンをよりわかりやすく
説明したり、顧客によりよいアドバイスをしたり
するための情報を瞬時に見つけられるようにな
りました。

「顧客への応答スピードが大幅に上がったこ
とで、商談を速やかに成立できるようになりま
した」と、Splunk のセールスエンジニアである 
Kelly Kitagawa 氏は話します。同僚や上司から
の返答を数日間待たずとも、問題を即座に処理
できるようになったのです。

このようなオープンで迅速なコラボレーション
によって、Slack を活用する営業チームでは平均
で応答時間を 21% 短縮し、オファーの提示も 
16% 早まりました。

「私たちにとって、チーム営業とは
単に営業担当者とセールスエン
ジニアが協力するだけではなく、
製品管理、製品マーケティング、
エンジニアリング、そしてもちろん
カスタマーサービスとカスタマー
サクセスなどあらゆるチームと
連携することを意味しています」
Quentin Packard 氏
AVP of Global New Product Sales、Splunk

全社的なコラボレーションの強化で商談成立を加速

Slack を使う営業チームが
得られる成果のポイント

0.2%

ビジネス効果

新たな方法で
顧客と連携

速やかな
商談成立

チームの効果を
最大化

年間収益が増加2

60% 顧客対応スピードが向上1

100% Slack で他チームとの連
携が改善したと感じる営
業リーダー2

1 評価や数字は Slack コネクトの利用企業における特定のチー
ムのデータに基づいています。結果は組織によって異なるこ
とがあります。

2 出典 :『IDC Research』『The Business Value of Slack 』
（ 2017年）

86% Slack では重要な学び
を共有しやすいと感じ
る営業チーム2

21% リードへの反応時間を短縮2

4x 商談サイクル全体の速度
を向上1

5% 成約率が向上2

目的

 

https://www.slack.com/apps/search?q=tableau
https://a.slack-edge.com/eaf4e/marketing/downloads/resources/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
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エッジサービスプラットフォームである 
Limelight Networks の営業チームも、Slack 
を使って見込み客と直接コラボレーションして
います。同社の営業チームでは Slack コネクト 
を活用し、外部オーガナイゼーションと共有
する Slack チャンネルで一緒に仕事を進めて
います。そこでやり取りする内容は、契約の交
渉から実装の問題に至るまで多岐にわたりま
す。Slack によって双方向のやり取りが増えた
結果、Limelight と顧客との関係は大きく変化
し、商談サイクルも短くなりました。

「以前は、顧客とのコラボレーションに 6 つの
異なるツールを使っていました」と Limelight 
の Vice President of Operationsである 
Jemes Kelsall 氏は振り返ります。「顧客から
は、営業チームとやり取りするのにもっとよい方
法はないか、エンジニアに直接連絡する方法は
ないのかという声が寄せられていました」。

Slack は、関係者全員が満足するスピーディな
営業サイクルを実現することで、メールが作った
情報のサイロを壊します。しかしそのメリットは
スピードだけではありません。Slack によって、
営業担当者は見込み客とさらに強く長続きする
関係を築けるようにもなるのです。

全社的なコラボレーションの強化で商談成立を加速

https://slack.com/blog/collaboration/limelight-networks-sales-slack-connect
https://slack.com/resources/using-slack/slack-connect-sales
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見込み客と深い関係を構築
顧客の予算が縮小し今後が見通しづらくなるな
か、1 回の購買決定にかかるプレッシャーも大き
くなっています。こうした状況では、顧客にとって
信頼できるパートナーになることが必要です。

信頼構築には手間がかかりますが、努力は必ず
報われます。Gallup の調査によると、顧客の
信頼を得てやり取りする企業の収益は平均で 
50% 高くなることがわかりました。

これは今の状況では特に重要です。Salesforce 
によれば、営業担当者の 83% が、2020 年は
成約前に信頼関係を築くことがこれまで以上に
重要だと考えています。購買担当者は先行きが
見通せないうえ新たな制約条件を抱えている
ため、皆さまのことをただ短期的なソリューシ
ョンを売るだけの企業ではなく、長期的に自社
のニーズに応えてくれる企業であると確信した
いのです。

大半の企業の購買担当者（86％）は、営業担
当者に信頼できるアドバイザーとしての役割を
求めています。にもかかわらず、購買担当者の 
73% は、営業担当者とのやり取りの多くが取引
に終始していると感じています。営業チームが
この期待と現実のギャップを埋めることこそ、
競合他社と差別化できる大きなチャンスです。

ところがそうしたチャンスを利用したい営業担
当者に立ちはだかるのがリモートワークです。
これまで購買担当者との関係を築くうえで対面
営業が欠かせないプロセスでしたが、コロナ禍
で対面営業を行う B2B 企業の数は 61.8% 減
りました。コロナ禍が収束してからも、この傾向
はしばらく続くでしょう。

そんななか、多くの営業チームがリモートツール
で購買担当者との商談を進めています。よく使
われているのは、その場限りのビデオ通話や複
雑なメールのやり取りです。メールやビデオでは
メッセージを伝えることはできても、担当者と
人間同士のつながりを築く点では直接会うこと
に敵いません。

購買担当者と有意義な関係を築いてロイヤル顧
客になってもらうには、営業サイクルの早い段
階で新たな方法を取り入れて連携をこまめに示
す必要があるのです。

86%
営業担当者に信頼できるアドバイザーとし
ての役割を期待する購買担当者

73%
営業担当者とのやり取りの多くが取引に
終始していると感じている購買担当者

出典 :『State of the Connected Customer（第 4 版）』 
Salesforce、2020 年

https://www.gallup.com/analytics/267998/advice-for-b2b-leaders.aspx
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/Salesforce-State-of-Sales-4th-Ed.pdf
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/salesforce-state-of-the-connected-customer-4th-ed.pdf
https://www.mckinsey.com/industries/advanced-electronics/our-insights/a-post-covid-19-commercial-recovery-strategy-for-b2b-companies
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/salesforce-state-of-the-connected-customer-4th-ed.pdf
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Slack コネクトが叶えるリア
ルタイムでの顧客エンゲージ
メント
Slack コネクトを使うと、チームは安全な共有
バーチャルスペースで、まるで見込み客の隣にい
るかのようにやり取りすることができます。チー
ムがすでに使っているチャンネルベースのメッ
セージを社内外問わず誰とでも使えるようにな
るため、メールを使う必要がなくなります。さら
に情報がより見える化されるうえ、あらゆる関
係者の方向性を揃えることができるのです。

Slack コネクトなら、使いづらいメールスレッド
や不必要なビデオ会議に頼らずとも、見込み客
との状況確認やフィードバックのやり取りが可
能になります。つまりそれはより速く、人間らし
くつながる方法です。そこではリアルタイムで商
談を進めつつ、問題に対して積極的に対応でき
るようになるのです。

人間らしくコラボレーションするためのバーチ
ャル環境である Slack を使えば、皆さまは見込
み客のチームの一員と見なしてもらえるように
なるでしょう。そうなれば、自社の製品だけでな
く企業そのものがもたらす価値を最大限に示す
ことができます。

実際、すでに驚異的な成果が生まれていま
す。Slack コネクトを使って見込み客とやり取り
している営業チームでは、応答を得るまでの時
間が平均 60% 短縮され、商談成立スピードが 
4 倍になったのです。

高度な技術を要するチームにも大きな効果が
出ています。Splunk では、PoC（概念実証）を
営業サイクルの一部に組み込んでいます。営業
チームがこの段階で Splunk のアプリ（具体的
には Splunk の可観測性ソリューション）を顧
客の社内に展開することで、顧客は自社の環境
内で製品がどう機能するか体感して理解できる
のです。

Splunk ではこの重要な段階を、Slack コネク
トチャンネルを使って進めることで、顧客と密
に連携し、商談をスムーズに進め、PoC で問題
が起きた際には解決に向けてすぐさま着手でき
るようになりました。こうして Slack コネクトで 
PoC の期間を短縮できるようになったことで、
顧客の成果を加速できるようになったといいま
す。

「顧客が私たちとやり取りする方法をできる限
り簡単にしたいと考えています。それも 24 時
間年中無休で対応できなければいけません」
と、Splunk で Area Vice President of Global 
Sales Engineering を務める Kevin Pura 氏は
話します。

見込み客と深い関係を構築

https://slack.com/resources/using-slack/slack-connect-sales
https://slack.com/resources/using-slack/slack-connect-sales
https://youtu.be/cHtaf2R7L0s
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「メールや電話などのよくある方法では、無視
されるか返信をもらえないという結果になるで
しょう。Slack を使えばいつでも最新情報を共
有できるうえ、顧客が望むペースでコミュニケー
ションできるようになりました」。

Slack コネクトは短期的な商談成立に貢献す
るだけでなく、長期的な関係構築にも役立ちま
す。Slack のプラットフォームは、メールのよう
にフォーマルなものではありません。見込み客
とランチをする時のように、リラックスして自由
に会話ができるのです。

「営業において顧客との関係の深さをはかる
基準は、これまで SMS でやり取りする間柄に
なることでした。そうすれば打ち合わせのあと
に様子を窺ったり、状況を把握したりできるか
らです。それが今では共有する Slack チャン
ネルでのやり取りだと言えるでしょう」と、オン

ライン決済プラットフォーム Stripe で Head 
of Americas Revenue and Growth を務める 
Jeanne DeWitt Grosser 氏は述べています。

2020 年にバーチャル開催した Slack 
Frontiers において、DeWitt Grosser 氏は 
Stripe が営業サイクルの前段階でどのように 
Slack コネクトを活用しているか紹介してくれ
ました。商談を成立させるには、営業担当者は
さまざまな部門とやり取りしなくてはいけませ
ん。そんな時、個別にメールを送ってしまうと
情報のサイロ化を招きます。そのため Stripe で
は、営業担当者とソリューションアーキテクトが 
Slack チャンネルを作成し、開発者や決済部門
の責任者、財務担当者など主な顧客側の関係
者と連携しています。

「Slack チャンネルでは、見込み客との会話
がリアルタイムで進みます。お互いのスケジ
ュールが合う時まで待つ必要はありません」
と、DeWitt Grosser 氏は話します。「こうした直
接的・持続的なつながりを築けば、顧客ロイヤ
ルティや顧客維持率も高まります」。

Slack で購買担当者に寄り添ったやり取りをす
ることで、単なる取引ではなく真のパートナーシ
ップを構築できるのです。

Slack コネクトはより速く人間ら
しくつながる方法です。そこでは
リアルタイムで商談を進めなが
ら、問題に対して積極的に対応
できるようになるのです。

「Slack なら、誰も取り残されずリ
アルタイムでやり取りできます。そ
こが（メールとの）大きな違いで
す」
Jeanne DeWitt Grosser 氏
Head of Americas Revenue and Growth、Stripe

Slack コネクトで見込み客とやり
取りする営業チームでは、応答
を得るまでの時間を平均 60% 
短縮し、商談成立までのスピー
ドを 4 倍に向上。

見込み客と深い関係を構築

https://www.youtube.com/watch?v=ghTQtfizJfk&feature=emb_title&ab_channel=Slack
https://www.youtube.com/watch?v=ghTQtfizJfk&feature=emb_title&ab_channel=Slack
https://youtu.be/ghTQtfizJfk
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雑務の自動化で担当者 1 人当た
りの収益を最大化
営業担当者は、商談の成立だけでなく、顧客と
の関係の基盤を整えるうえでもさまざまなプレ
ッシャーを抱えています。顧客レコードの更新、
打ち合わせの設定、開発者に対する顧客フィー
ドバックの取りまとめといったタスクに追われ、
商談成立という最優先事項に時間とリソースを
十分に確保することができません。

管理タスクの負担は、決して小さな問題ではあ
りません。Salesforce による調査では、営業担
当者が営業にかける時間は全体の 34% にしか
満たないことがわかっています。

そうしたタスクは営業プロセスには欠かせない
ものですが、営業担当者の 3 分の 2 の時間とい
うのは多すぎます。

多くの場合、原因はテクノロジーそのもので 
す。サイロ化した技術スタックのせいで、営業担
当者は管理タスクのためにいくつものアプリを
切り替えなければならず、貴重な時間が奪われ
ています。営業担当者が日 こ々なすワークフロー
では CRM と受信トレイを頻繁に行き来して、見
込み客のプロフィールを作成したり、メールの会
話に基づいて顧客レコードを更新したり、パイプ
ラインを把握したりしなければいけません。

LinkedIn State of Sales Report 2020 による
と、営業ツールを最大限に活用するためには、
そのツールを既存のワークフローに連携させる
ことが欠かせません。しかしこの重要なワーク
フローのインテグレーションを十分整備できて
いると考える企業は 30% 未満にとどまっていま
す。ほとんどの営業部門が平均 10 種類のツー
ルを使っていることを考えれば、驚く数字では
ありません。

担当者の売り上げを最大化するには、繰り返し
行うタスクの負担を軽減するシステムが必要で
す。技術スタックを 1 つのワークフローに連携
させることで、担当者は管理作業を実質的に自
動化できるようになります。実際、97％ もの営
業部門が、AI 主導のソリューションを導入した
ことで営業担当者の時間の使い方を改善しまし
た。

営業活動以外の 8 つの関連タスク

• リードと商談の優先順位づけ

• 顧客や営業関連の情報の手動入力

• 社内会議とトレーニング

• 見込み客に関する調査

• 見積りと提案の作成

• 承認を得ること

• 準備と計画

• 管理タスク

出典：『State of Sales、3rd Edition』 
Salesforce、2018 年

https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/reports/sales/state-of-sales-3rd-ed.pdf
https://business.linkedin.com/sales-solutions/b2b-sales-strategy-guides/the-state-of-sales-2020-report
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/Salesforce-State-of-Sales-4th-Ed.pdf
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/Salesforce-State-of-Sales-4th-Ed.pdf
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/reports/sales/state-of-sales-3rd-ed.pdf
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Slack で価値の高いタスクに
専念
ここまで見てきたように、Slack を使うと営業担
当者が受信トレイを使う時間を減らせます。た
だし、時間の節約だけが目的ではありません。
営業担当者が時間を最大限に活用できるよう
になることが重要です。

Slack は、眠ることのない営業管理者です。シス
テム、ファイル、アプリ間で休みなく働き続ける
ため、チームが価値の高いタスクに専念できる
ようになります。Slack の AI 主導の機能と何百
ものソフトウェアのインテグレーションによっ
て、営業部門が使う技術スタックは連携したシ
ステムへと変わります。

そうして生産性が上がった結果、年間の成約見
込み数が平均 25% 増加し、担当者の商談成立
の可能性が 5% 高まるのです。

この生産性の向上に大きく貢献するのが 
Slack App ディレクトリです。Salesforce 
や HubSpot などの一般的な CRM のほ
か、DocuSign や Highspot など主要ツールと
のインテグレーションにより、担当者は Slack 
を離れることなく、重要なシステムの情報にア
クセス・管理できます。

ライドシェアと地上交通プロバイダーの Lyft 
Business は、Salesforce と Slack を結ぶイン
テグレーションの Troops を使って営業担当者
の業務を効率化しています。このインテグレー
ションにより、営業担当者は案件の状況やパイ
プラインダッシュボードを Slack で直接更新で
きるようになったため、それぞれの案件を更新
する手間が省け、主な関係者にとってもパイプ
ラインや顧客データを把握しやすくなるという
二重のメリットがもたらされました。

5%
成約の可能性が増加

25%
年間あたりの成約見込み数が増加 1

0.2%
年間収益が増加 2

1 本調査に参加した Slack 利用企業の平均的な営業指標数値
に基づいた IDC による推定。上記数値のほかに次の効果を
含む : Slack でパイプライン上の取引が 3% 増、商談成立率
が 5% 増、商談成立までの所要時間が 13% 減

2 平均収益が 5 億 1,400 万ドルの企業をもとにした分析にお
いて、年間収益が平均 90 万 4,000 ドル増加

出典：『IDC Research』『The Business Value of 
Slack』（2017 年、Slack によるスポンサー調査）から
抜粋

雑務の自動化で担当者 1 人当たりの収益を最大化

https://a.slack-edge.com/eaf4e/marketing/downloads/resources/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
http://slack.com/apps
http://www.slack.com/apps/AKGPGUFP1-salesforce
http://slack.com/apps/A9RRCCG73-hubspot
http://www.slack.com/apps/A017MJ9UREW-docusign-esignature
http://www.slack.com/apps/AEM6NTRL4-highspot
https://slack.com/customer-stories/lyft
https://slack.com/customer-stories/lyft
http://slack.com/apps/A0T3W4EAX-troops
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このようなすぐに使えるアプリのインテグレーシ
ョンは序の口です。Slack のノーコードツールで
あるワークフロービルダーを使うと、営業チー
ムは毎日使うソフトウェアと Slack との間でカ
スタムワークフローを構築できます。

Slack の社内営業チームでは Approvals Bot 
と呼ばれるカスタムのワークフローを使って、
取引承認のサイクル全体を標準化、自動化、そ
して効率化しています。

「もちろん Salesforce にはこれらの高度なワ
ークフローがすべて備わっていて、社内の承
認プロセスに合わせて使えます」と、Slack の 
Senior Manager of Sales Operationsである 
Kiona Davies 氏は話します。「私たちがやりた
かったのは、あらゆる関連情報を承認者が使っ
ている Slack にまとめることでした。Slack を、
承認者が必要な情報にアクセスして承認自体を
スムーズに進められるプラットフォームにしたか
ったのです」。

Slack の営業担当者は商談の流れや条件
について承認を依頼する準備を整えると、
あとは Salesforce で「submit for Slack 
approval（Slack に承認依頼を送信）」をク
リックするだけです。すると Approvals Bot 
は Slack 上に商談のサポートリクエスト用

のプライベートチャンネルを自動的に作成
し、Salesforce の設定に基づいて必要な承認
者全員をチャンネルへ招待します。

さらに商談の流れや特記事項、そして取引を承
認すべき理由をまとめたメッセージを関連コメ
ントとともにチャンネルに自動で投稿します。

その後ボットはメッセージスレッドで@メンシ
ョンを使って各承認者に通知します。承認者は
スレッド上で条件をワンクリックで承認または
却下することができます。また同じスレッド上で
承認者が質問することもできるため、承認が効
率よく進みます。

この一連のやり取りは、すべての承認者が取引
を承認または却下するまで続きます。また元の
メッセージには更新状況を表すカスタム絵文字
が自動で追加・更新されるので、進捗状況が一
目でわかるのも便利です。

「Salesforce の更新などの事務
作業が減り、見込み客の開拓
にかけられる時間が増えました。
それによって新たな商談や成約
が加速したことは間違いありま
せん」
Tyler Lefeber 氏、
元 Senior Strategic Account Executive、Lyft Business

雑務の自動化で担当者 1 人当たりの収益を最大化

https://slack.com/blog/productivity/automate-tasks-in-slack-with-workflow-builder
https://slack.com/blog/transformation/sales-team-automated-deal-approval-in-slack
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このカスタムワークフローによって、営業取引の 
80% 以上が Slack 上で直接承認されるように
なりました。そのおかげで取引サイクルのスピ
ードが 70% も上がったほか、アプリの提案テ
ンプレートや自動化によって営業チームの時間
を何百時間も節約できています。

チームは営業テクノロジーを連携させることで、
管理タスクの大部分を実質的に Slack に任せ
られるようになります。結果として顧客との関
係構築に、より多くの時間とエネルギーを投入
できるのです。

雑務の自動化で担当者 1 人当たりの収益を最大化
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すばやくスマートなコラボレー
ションで営業体験を変革
見込み客が望むのは、スピーディなだけでなく
人間味のあるやり取りです。Salesforce による
と、顧客の 66% は取引先が自社独自のニーズ
を理解することを期待していますが、実際に取
引先から個別に対応されていると実感している
顧客は 34% にとどまります。

期待と現実のギャップを埋めるチャンスはあり
ます。しかしパイプラインを把握しつつ 5 つ星
の体験を提供したいのであれば、メールや CRM 
に頼っている余裕はありません。

Slack を使って情報を従来のサイロから引き出
してアクションの中心に置くことで、チームは商
談成立を加速させ、よりよい顧客体験を提供で
きるようになります。チームが最高の仕事をでき
るようになれば、それは全員のメリットになるの
です。

Slack を使って営業サイクルを強化する方法に
ついてさらに詳しくは、Slack の営業担当者に
お問い合わせください。

https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/salesforce-state-of-the-connected-customer-4th-ed.pdf
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/salesforce-state-of-the-connected-customer-4th-ed.pdf
https://slack.com/contact-sales?campaign=https://slack.com/contact-sales7013a000001rId8AAE
https://slack.com/contact-sales?campaign=https://slack.com/contact-sales7013a000001rId8AAE


Slack について
Slack は、皆さんの仕事をよりシンプルに、より
快適に、より有意義にするチャンネルベースのメ
ッセージプラットフォームです。企業が Slack を
使うと、必要なメンバー、情報、ツールを 1 つに
まとめて仕事を進めることができます。

FTSE 100 企業から身近な小売店まで、世界中
の何百万人もの人々が Slack でチームをつな
げてシステムを連携させ、ビジネスを加速して
います。

前述の内容は情報提供のみを目的としたものであり、拘束力のある文書ではありません。購入の決定に際して本内容に依拠しない
でください。すべてのプロダクトや機能の開発、リリース、タイミングは Slack の単独の裁量によるものであり、変更される可能性
があります。
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