PR

UPWARD

自動車の訪問販売

ダイハツ工業株式会社

ユ ー ザ と 語 る
vol.

❽

聞き手

UPWARD 株式会社
代表取締役 CEO

金木竜介

「砂漠の緑化」で
モチベーションをつくる

ことです。問題はそれをどうやって
人にやらせるのか、どういう仕組み
を作るのかという点でした。カギは
ICT の力を使えば効率を上げること
はできるということ、そしてそこに
は地図必要ということでした。
─ 私たちが驚くのは、地図が持つ
ポテンシャルに早くから気づいてい
らっしゃった点です。
谷本氏

訪問営業ではモチベーショ

ンをどうやってつくるのかも重要に
なります。それには地図を使うのが
効果的です。

UPWARD による訪問先の表示。当初白〇で表示されていた訪問先に訪問、商談、受注と
段階に応じて色がついていく「砂漠の緑化」で現場のモチベーションが向上する

大井氏 UPWARD で地図上に訪問先
いいのかを考えることにもなります。

場のことを分かっていないマネー

るとそこに色が入る。商談が生じた

活動履歴を地図上で見ると、訪問の

ジャーの書き込みに営業マンが共感

ら色が変わる。さらに契約に至ると

ロスが分かります。そこを「なぜ」

するはずがないわけです。それでは

また色が変わる。そうやって自分た

と合理的に考えていく。
「たくさん訪

せっかく入れたレポートも死蔵され

ちの通ったところが地図上可視化さ

問しろ」という根性論でなく、無理

てしまう。ICT の力は、地図を使って

が白い〇で表示されていて、訪問す

れていきます。

をせずにたくさんのお客様を訪問で

現場のやりがいをその場で見えるよ

きるように改善することが本質です。

うにできること。これは現場を本当

●「再現すること」がゴール

谷本 敦彦 氏

●地図でモチベーションをつくる

法人事業部 事業企画室長

─ 訪問販売という形ですね。
谷本氏

もちろん、やみくもに訪問

今回私たちの方で工夫した点は、

─現場で UPWARD はどのように

入力はすべてスマホで音声入力でき

使われているのでしょう。

るようにしたことです。これならば

谷本氏

法人事業部長

に勇気づけます。

営業の現場ではありがちな

訪問が終わって車に乗るまでの間に

のですが、その都度その都度活動記

入力が可能です。そして現場へのイ

録をつけるようなやり方があります。

ンセンティブとして日報を廃止しま

しかしこの方法は長続きしない。現

した。また、マネージャーもこの活

だと思っています。それで訪問のモ

場にモチベーションが働くはずがな

動を経験した者に限定しました。現

チベーションができます。また、お

い。入力も面倒ですし、マネージャー

場を知っている者であれば現場の人

事業規模の小さい施設が多く点在し

客様と会う時間を増やすためにはど

もその都度入力されたレポートに対

間の悩みの少し先が見える。また現

ていることから訪問の効率があまり

のような訪問ルートであれば効率が

して反応するはずがない。さらに現

場の人間が納得しやすいという面も

大井 政英 氏

谷本氏

私はこれを「砂漠の緑化」

あります。

─ ダイハツ工業についてはほと

しても糸口はつかめません。私たち

よくないことです。それゆえにこれ

んどの読者が知っていると思います

はまずは福祉・介護施設に力点を置

まであまり手がついてこなかったわ

また、私たちは毎朝 Web 会議を

が、法人事業部としての取組みにつ

いて訪問営業の強化を始めました。

けですが、逆に考えれば効率よく訪

やっているのですが、その際に前日

いてお聞かせください。

こうした施設にはいくつかの特徴が

問できればビジネスになるというこ

入力したことの確認をしていきます。

谷本氏 自動車の販売というのは一

あります。一つはそこで使われてい

とです。

般的にはカーディーラーで行ってい

る車の数が多いこと、もう一つは事

ます。お客様にショールームにきて

業規模が比較的小さいこと、さらに

確認をすることで他の人と動きと比
べながら整理される。いわばヴァー

─ そこで UPWARD 導入へとつな

チャルとリアルを組み合わせること
で効果を見出そうということです。

頂いて販売する形です。ところが、

がるのですね。

ビジネスでの利用など、お店に来な

谷本氏

最初は訪問開拓ができるの

その成果を組み合わせながら「こう

いお客様もいらっしゃいます。そう

か、私自身でやってみました。住宅

いう言い方をすることでお客様に伝

いったお客様に車を購入して頂くに

地図を壁に貼って、訪問先を書いて

わる」ということを一つ一つマニュ

は、店舗に頼らない販売方法が必要

いくことで整理しました。そこで気

アル化していきます。その効果は大

で、こちらから訪問することでお客

づいたのは、やり方次第で十分にで

きいと思っています。

様の情報やニーズをつかみ、的確な

きるということ、そして大きなマー

提案を行うことが重要になります。

ケットとしての手応えがあるという
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実際のところ、好事例というのは
UPWARD による活動履歴の表示

簡単には横展開ができないんです。
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やり方を聞いて分かった気にはなっ
ても、実際には同じ結果にならない。
再現しようとすれば、同じ枠組みの
中で共有するしかない。地図には
「な
ぜこの人は 1 日 15 件も無理なく回る
ことができるのか」を客観的に示し

色が変わっていくことでやりがいを

ような横連携がしっかりできている

てくれる効力があります。私たちの

実感できます。さらに地図上で無駄

ことが大事です。そこにも UPWARD

ゴールは
「再現」
です。
誰がどこでやっ

な動きをチェックして改善すること

を使う意義があります。

ても同じ結果を出せるようにしなけ

で訪問件数を増やしていく。これを

ればならない。そのために地図が必

続けているうちに、何件くらい訪問

─ それはとてもありがたいことで

すれば売れるのかという確率が見え

すし、UPWARD のポテンシャルを最

てきます。そうやって自分の活動が

大限生かして頂いているのは嬉しい

要だと思っています。
─ 営業はどのような体制で動い
ているのでしょう。
谷本氏

車の場合は販売会社（ディ

可視化されることがモチベーション

限りです。今後の展開はいかがでしょ

になり、
「できる」という空気をつくっ

う。

てくれます。

谷本氏

がない」お客さんがいるということ

ーラー）制度で、府県をテリトリー
として縦割りになっているのが一般
的です。一方私たちの活動は横軸で

私たちは「店舗に行く理由

●営業マンが自ら「やりたい！」と
手を挙げてくれる組織でありたい

やっています。今は福祉介護をター

を認識しなければなりません。これ
まで販売の現場はショールームでし
た。しかし本来はお客様が車を使っ

─ お客様を訪問して初めて分か

ている場所こそが現場なんだと思い

ジャンルについては、異なる地域・

ることもあります。

ます。お客様の事情を把握して、さ

販売会社であっても横でつながって

谷本氏

お客様のことを分からない

まざまな切り口の提案を持って、こ

同じ仕組みで動いています。
時々刻々

といい提案はできないです。
何に困っ

ちらから訪問開拓していくことが大

と UPWARD で繋がっていることはも

ているのか、
「お客様が誰なのか」を

事です。このやり方は非効率なので

ちろん、毎朝の会議でも繋がってい

再認識することにもなります。例え

今まで採算性が悪かったわけです

ますし、さらに週に 1 回長めの会議

ば、福祉介護施設には経営者だけで

が、ICT で日が当たるようになった。

をするのですが、そこでも繋がって

なく、従業員もいれば施設の利用者

訪問することでお客様が何に期待を

います。ヴァーチャルとリアルを使い

もいます。単純にお金を出して頂け

しているのかを考えてこそいい提案

分けながら仕組みを共有する形です。

る人（経営者）だけを分かればいい

ができる。そういう意味ではこれか

のではなく、それぞれの目線での悩

ら店舗や販売のあり方も変わってく

─ UPWARD の導入効果はいかが

みを知っておくことがいい提案につ

ると思います。

でしょう。

ながりますし、それが最終的には経

ゲットとしてやっていますが、この

また、地図については効率を上げ

営者にとってもプラスになります。

ること以上に、モチベーションを与

仕組みというのは続かないと思われ

これは訪問することでしか分からな

えるために利用したいです。地図を

がちですが、現時点で一人の落伍者

いことです。

谷本氏

まずこういった営業管理の

見ることで考えてもらうことが大事
です。考えないと面白味も出ません。

も出さずに続いています。また誰が

マネージャーが決めて人を動かすの

どこでやっても同じようにできると

─ 営業担当者同士でエリアの（お

いう再現性も高い。私たちは販売店

客様の）奪い合いみたいなことには

ではなく、インセンティブを与えて、

に対して 17 日間一緒にやってみせる

ならないのですか。

自然に「やった方が得だ」という気

ことで効果を測っています。

谷本氏

私たちのやり方は個人の手

持ちにさせるために UPWARD を使っ

柄よりも、チームとして台数を売る

ていきたい。それを続けることで、

業で車が売れるとは信じていません。

という方針です。もちろんある程度

自ら「やりたい！」と手を挙げてく

しかし
「砂漠の緑化」を見せることで、

それぞれの活動計画やテリトリーも

れるような組織でありたいと思いま

できることを分かってもらえるよう

ありますが、基本的には誰が行って

す。

になります。UPWARD の地図上で最

も同じようにそのお客様のことを理

初は白い〇だったところがどんどん

解していて、スムーズに受け継げる

大井氏
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─ どうもありがとうございました。

