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国内シェアNo.1のオンライン営業システム「bellFace」を提供するベルフェイス株式会社。リリースから5年で3,000社以上の企業に
導入されています。そんな同社の営業はもともとインバウンドが中心でしたが、顧客層の変化と多様化に対応すべくFORCAS Salesを
導入されました。具体的にどのように活用されているのか、岩田様と市川様にお話を伺いました。

商談前のリサーチ時間が5分の1以下に。
仮説づくりを徹底強化し、開拓型営業へシフト
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きました。

準備時間が5分の1以下に。
チームメンバーの目線が高くなった

―FORCAS Salesの具体的な活用方法を教
えてください。

市川様　事前準備に活用しています。商談
前に必要なのは、業界の特性、企業の状況
を理解し、経営課題の仮説を立てることです。
ただ機能優位性を紹介するだけではなく「オ
ンライン商談システムを導入することがこのお
客様の経営課題の解決にどう繋がるのか」を
営業自身が納得した上で、提案する必要があ
るからです。

今ではメンバーそれぞれが事前準備にFORCAS 
Salesを活用し、経営課題の仮説を立て、社
内の作戦会議に臨むようなりました。

 
こうした事前準備は従来からやっていました
が、時間がかかりますし属人化しやすいもの
です。その点、FORCAS Salesなら見るべき
情報があらかじめ整理されているので、メン
バー全員の顧客理解のスピードが上がると共
に、質の底上げもできました。

―よく見ている項目はありますか？

岩田様　ニュースや業界レポートなどはよく見
ています。業界レポートの優れた点は、対象
企業の業界内でのポジションや業界課題がわ
かること。たとえば葬儀業界なら「実は新規参
入が増加してシェア争いが激化し、1社あたり
の売上が減っている」ことがすぐにわかるので、
経営課題の仮説の精度が高まります。

―メンバーからの反響はいかがでしょうか。

市川様　今まで30～40分かかっていた事前
準備が5分程度でできるようになったという
声があがっています。

岩田様　今までは経営目線が足りないという
課題がありましたが、FORCAS Salesを使い
始めてからは、メンバーの目線が高くなりました。

 
また、業務が効率化されてアクション数が増
え、明らかにアポイント数や商談数は増加し
ていますし、提案の質が上がって顧客満足度
の向上にもつながっていますね。

独自の顧客カルテで、
チームを越えた情報共有と
提案強化を実現

―他にも、FORCAS Salesを導入したことで
起きた変化があれば教えてください。

岩田様　FORCAS Salesの情報と、Salesforce
に蓄積された情報、既存顧客ならbellFace
活用状況やサポート履歴などを一箇所に集め
た顧客カルテをつくっています。

  
さっそく、ある大手上場企業で成果が出まし
た。セールス、カスタマーサクセスが集まって、
カルテを見ながら経営課題を解決するための
プランをつくり、提案したんですね。すると「自
社の社員よりも当社を理解した素晴らしい内
容だった」という高評価をいただきました。個
社情報を1つのフォーマットに集約して、チー
ムをまたいで共有できたからだと思っています。

―ありがとうございます。最後に、今後の活用
方法について教えてください。

市川様　上述したようにセールスチームで早
期に成果が見られたため、10月よりインサイド
セールスやカスタマーサクセスにも導入を決定
いたしました。常に変化する業界や企業の情
報をキャッチするために、お客様のbellFaceの
活用状況と合わせて、FORCAS Salesをチェッ
クして、経営状況や業界状況の変化を把握す
るといった使い方にもチャレンジしたいです。

｜課題｜
・大手企業向け商談創出数
・情報収集に時間がかかる 

｜導入の目的｜　
・業界特性や企業課題への理解
を深め、仮説精度を高める
・重点ターゲット企業の開拓を実
現する
　
｜成果｜
・情報収集にかかる時間が5分
の1以下に
・重点顧客の情報をチームをまた
いで共有
・商談数の向上、顧客満足の向
上を実感
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岩田様　ベルフェイスのオンライン営業システ
ムは、全ての業界、全ての企業にフィットする
わけではありません。そこで、ベルフェイスが
本当に価値を提供できるお客様を明確化する
プロジェクトを実施したんです。もともと導入
していたFORCASを活用し、2～3万社のター
ゲット企業を特定しました。

そして、特に重要な顧客層にはこちらから開
拓を仕掛けたい。そのためにはお客様のこと
を知らなくてはなりません。経済産業省の

Webサイトを調べて業界に関するレポートを
読むなど、時間をかければ調べられますが営
業リソースは有限です。その効率化に悩んで
いたところ、FORCAS Salesを案内いただ

開拓型営業へシフトするため、
業界特性や企業課題を
知る必要があった

― FORCAS Salesを導入された背景につい
て教えてください。

市川様　これまで当社はインバウンドで成長
してきました。2020年の社会情勢変化で、
あらゆる業種の企業がオンライン営業に対
応できるツールを導入しようと動き、ベルフェ
イスにも非常に多くのお問い合わせをいただ
きました。しかし、お問い合わせ数の増加に
対し、受注数や売上が比例しない状況が起
きました。

ベルフェイス株式会社
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わけではありません。そこで、ベルフェイスが
本当に価値を提供できるお客様を明確化する
プロジェクトを実施したんです。もともと導入
していたFORCASを活用し、2～3万社のター
ゲット企業を特定しました。

そして、特に重要な顧客層にはこちらから開
拓を仕掛けたい。そのためにはお客様のこと
を知らなくてはなりません。経済産業省の

Webサイトを調べて業界に関するレポートを
読むなど、時間をかければ調べられますが営
業リソースは有限です。その効率化に悩んで
いたところ、FORCAS Salesを案内いただ

開拓型営業へシフトするため、
業界特性や企業課題を
知る必要があった

― FORCAS Salesを導入された背景につい
て教えてください。

市川様　これまで当社はインバウンドで成長
してきました。2020年の社会情勢変化で、
あらゆる業種の企業がオンライン営業に対
応できるツールを導入しようと動き、ベルフェ
イスにも非常に多くのお問い合わせをいただ
きました。しかし、お問い合わせ数の増加に
対し、受注数や売上が比例しない状況が起
きました。

株式会社ユーザベース
〒106-0032 東京都港区六本木7-7-7 
TRI-SEVEN ROPPONGI 13F

PHONE

MAIL

URL

03-4356-8998
forcassales@uzabase.com

forcas-sales.com
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