
大日本印刷株式会社

Salesforce Live for Manufacturing

ONEプラットフォームでつなぎ、「オールDNP」へ
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スピーカー紹介

氏名：吉原 誠二
部署：本社マーケティング本部

兼）価値創造推進本部
役割：全社におけるDXの推進

SFA導入、定着化支援

マーケティング基盤構築

氏名：知見 浩
部署：情報イノベーション事業部

価値創造推進本部
役割：事業部における営業革新、

業務革新、DXを活用した
組織風土改革推進

氏名：安田 尚司
部署：包装事業部 価値創造

プログラム推進本部
役割：事業部における業務革新

およびDXを活用した組織
風土改革推進

スピーカー【１】本社 スピーカー【２】事業部 スピーカー【３】事業部
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大日本印刷株式会社 概要

創 業：1876（明治 9）年 10 月 9 日

資 本 金：1,144 億 6,476 万円

売 上 高：1 兆 4,018 億9400 万円

従 業 員 数：38,199 名

拠 点 数：営業拠点 国内 36, 海外 28

生産拠点 国内 61, 海外 16

（2020 年 3 月 31 日現在・連結）
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セグメント別売上比率

印刷事業

情報コミュニケーション部門

54.9% 7,730億円

生活・産業部門

27.8% 3,913億円

エレクトロニクス部門

13.7% 1,866億円

清涼飲料事業 清涼飲料部門

3.9% 552億円

売上高

1兆

4,018億円

（2020 年 3 月期）
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導入背景・目的

デジタルトランスフォーメーションを梃子として、
1. 「対話と協働」を強化し、「組織」で成果を出していくマネジメントスタイル
2. マーケット情報の収集と「オールDNP」視点での価値の創出
を実現し、人と社会をつなぎ、未来のあたりまえをつくる企業へ！

◆KeyPoint◆

あらゆるビジネス情報の可視化

「時間」「場所」を選ばない情報活用

結果管理からプロセスマネジメントへ



導入までの経緯

既存分野の業績の停滞、新領域へのポートフォリオ転換を課題としており、
営業改革活動の中でSFAを検討し自社開発で構築・導入を開始（2017）

２０１６－１８

スクラッチ開発により、活用面（アウトプットの自由度の少なさ）や機能拡張に
対するスピード感、活用への意識づけなどの課題に苦戦した結果、
1事業部への展開で挫折。SalesCloudへの転換で起死回生を狙う

２０１８－１９

Office365など全社的なIT基盤の刷新の一つとして、年初から構築を進め、
2019/4より、順次各事業部門へSalesCloudを展開

２０１９－
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1. 業務、システムの統括機能を設置

2. 本社/事業部の連携による推進

全社標準化と事業部個別対応

3. 標準機能を最大限活用し

全ビジネス部門5,000名へ展開

本社組織

価値創造推進本部
マネジメント変革PJ

情報システム本部

DNP情報システム

事業部

ONE プラットフォームで展開

推進方法・体制の特徴
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情報コミュニケーション 生活・産業 エレクトロニクス

出版関連事業
情報イノベーション事業
イメージングコミュニケー
ション事業、など

包装関連事業
生活空間関連事業
産業資材関連事業
など

ディスプレイ関連製品事業
電子デバイス事業
など



事例共有会、懇親会で絆づくり

1. 事例共有会は参加者100名以上

2. 説明会はしつこく1,000回以上/年

3. 「オールDNPの総合力」発揮

に向けてなかよく推進

「オールDNP」による導入から定着化への取組みとして

7BA

AE

CSM

*1)BA：ビジネスアーキテクト
2)AE：担当営業
3)CSM：ビジネスプロセス構築支援担当
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●事業部事例１）情報イノベーション事業部

氏名：知見 浩
部署：情報イノベーション事業部

価値創造推進本部
役割：事業部における営業革新、

業務革新、DXを活用した
組織風土改革推進

スピーカー【２】事業部
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情報イノベーション事業部 概要

従 業 員 数：約3,400名（グループ約10,000名）

（うち営業企画職 約2,300名）



導入にあたり「骨が折れる」こと

人が多い

エリアが多い

プレイヤーが多い

説明、意識合わせが「骨が折れる」

顧客層、風土などの違いに「骨が折れる」

売り物ごとに売る人、考える人など関係者
が多く「骨が折れる」

売るものが多い
売り方も様々、決まったプロセスも無いので
「骨が折れる」



データの蓄積に向けて

■ユーザへの操作説明は行った
（エリアサイト含め全国）

■でも、なかなかデータがたまらない

で、スモールスタートから!!



データの蓄積に向けて

課会ダッシュボード・課会30プロジェクト

1st.
Salescloudの定着を目的に、導入推進メンバーが課会に同席し、

操作レクチャー及び意見集約を実施

2nd.
そのコミュニケーションの中で、課の業務革新活動として

「課会30プロジェクト」を開始されているいることの共有を受ける

課の若手メンバーより、「課会の案件共有が最低1時間かかっ
ているところを、SFAを活用して30分以内に収めたい」



データの蓄積に向けて

課会ダッシュボード・課会30プロジェクト

そこで…

課会における報告内容・情報共有方法・マネジメント方法
など営業メンバーと一緒にディスカッション、Salescloudで

「課会用ダッシュボード」を設定

課会の改善とダッシュボード改善を継続実施し、
定量・定性での効果を得る。

「課会ダッシュボード」は事業部標準ダッシュボードに

１週間の”活動”
登録件数 １週間の”活動”があった

”案件”一覧

”上司からのフィードバック”一覧

ユーザの目の前で
課会中にダッシュボードがバーションアップ
→ユーザの声 「Salesforceスゴイ！！」



データの蓄積に向けて

課会ダッシュボード・課会30プロジェクト

課会
改善テーマ

Before
（Salescloud導入前）

AsIs
（課会30プロジェクト成果）

「課会ダッシュボードを利用した課会」

ToBe
（今後の目標）

課会”時間” 数字報告＆諸連絡：
30分
案件報告：60分

数字報告＆諸連絡：20分
チーム毎案件報告：30分

時間割は現状を継続

課会の”質” 案件報告は口頭。
課員は週報を見ない(課
長のみ紙出力でチェック)

課員が同じSalescloudダッシュボードを見る
ため、課案件全体の理解が容易に（その場でダッ

シュボードが改善される）

課会に挙げるべき案件を事前に選別するため、
ディスカッションに多くの時間を割ける

Salescloudへの案件蓄積により、
コンペの受注・失注振り返りができ
る
1年後、過去案件の情報が資産
となる

課内”コミュニケー
ション”

他人の案件が見えにくく、
業務が属人化し、口を挟
みにくい環境

課の案件に役立つ過去事例の提示、注意喚
起など、課員全員が自由に口を挟みやすい課
会に

Salescloudの同業界の活動
データを参考に、課外メンバーとの
コミュニケーション量を拡大

プラス！
時間削減効果だけでなく、

課内コミュニケーション活性化も実現

毎週の課会の時間

60分 ⇒ 30分へ短縮 スモールスタートから
この結果を他部門へ共有、

手法の展開を図る



導入～利用開始～定着化（2019-2020）

７月４月２０２０／１月１０月７月４月２０１９／１月

SFDC BAのコンサル
ティングのもと、
構築開始

営業メンバーでの
ワークショップ

Salesforce.com
＠JPタワー

カットオーバー・
ユーザ利用開始
（東京）

操作説明会
with SFDC

エリアサイトユーザ
利用開始（順次）

課会での活用促進
課会参加

「課会30プロジェクト」

ユーザフォローアップ会
with SFDC

管理職向け説明
フォローアップ

活用表彰

会議体での活用予定

利用範囲拡大予定
（企画販促）

レポート・ダッシュボード
レクチャー会
with SFDC

お気軽相談会
個別フォロー

導入 利用開始 定着化 利活用・拡大



導入の現場から / 普及、定着のレベルが上がったポイント

●SFAに対する抵抗は自社開発時に出尽くした（笑）ので、
Salescloudの導入時にボトムアップ型での推進ができたこと。

●部や課への導入を進め、小粒の成功事例を作って社内広報をすることで、
役員や組合から「もっと活用しよう」という言葉を出させドライブさせた
トップからの発信のタイミングも良かった
（役員の言葉の前に、全員が入力手順は理解している状態を作った）

●部長、課長が自分なりに納得をして、自分の言葉で部下への説明と上司への
説得ができるかが、導入期の明暗を分けた

●SFAは若いから使えるのではない。「SFAの機能を面白がってくれるおじさん」も
部署メンバーをけん引してくれた
（とはいえ、初期のSFA説明会が「パソコン教室」になる時もあった）



今後の活用に向けて

●会議改革
SFAデータの会議体での活用を推進していくことで
情報の一元化、共有、提出書類の削減などにつ
なげていく
実績数字との連携（全体が把握できるように）
も並行して推進

得意先カルテ
短期行動計画

短期行動計画

短期行動計画

案件

案件

案件

活動

活動

活動

活動

活動

顧客の方針・外部環境の考察

DNPとのありたい姿

期間内での行動計画

≒MBO

計画、目標設定に

紐づける案件

日々の活動

報告活動の一覧をダッシュボードで表示

●アカウントプラン
案件管理単体だけではなく、
アカウントプランに基づいた活動を
可視化できるように展開をシフト
していく



今後の活用に向けて

●営業企画販促連携
顧客軸のセールスプロセスに加え、製品・サービス軸でのプロセス管理を行えるようにして、
事業全体を俯瞰した戦略の推進の指標とできるようにしていく

事業セグメント軸
（各セグメント戦略推進）

部門横断のセグメントAPの進捗
ポートフォリオの転換

製品・サービス軸
（企画販促）
ターゲットリストの進捗
投資案件の収益進捗

顧客軸
（顧客起点）
受注・売上・利益の着地

案件トピックス

このあたりはSalesforceの得意とするところ
＜大いに期待！＞
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●事業部事例２）包装事業部

氏名：安田 尚司
部署：包装事業部 価値創造

プログラム推進本部
役割：事業部における業務革新

およびDXによる組織風土
改革推進

スピーカー【３】
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包装事業部 概要

従業員数：約1,100名

（営業職 約550名）



包装事業部の抱える現状課題

非効率
な働き方

若手世代の
働きがい

部門ごとの
ばらつき

現状課題

でカエル仕組みを
つくり、まわす！



で「対話をカエル」



対話をカエル・・・「上司からのフィードバック」の徹底

担当が入力する全ての活動・情報に対し
「上司からのフィードバック」項目を設定、
入力を徹底！

案件：活動情報



対話をカエル・・・「上司からのフィードバック」の徹底

レポートの「登録」機能を活用し、部下の入力内容を毎日メールでプッシュ通知

昨日の活動一覧 活動内容
他の管理職のフィード

バック

上司がフィードバックを入力すると
部下に即時メールで通知！



で「行動をカエル」



行動をカエル仕組み・・・会議のための資料作りの削減

定例会議用資料
作成時間の大幅削減



で「意識をカエル」



意識をカエル・・・報告型会議から考える会議へ

報告のための会議

「活動一覧」
報告会議

「入手情報一覧」
考える会議

次の一手を考える会議

会議の質が変化！



営業部長から届いた「部下の変化」レポート

•得意先との商談後、もしくは翌日に頭の整理ができ、次に向けて考える時間をとるようになった。

•次の活動が取りやすい。予定をたてられる。

•活動内容が伝わるように、表現、文章を考えて入れるようになった。

情報の整理と考える・伝える力

•週報の記入よりも簡単に入力できる。前段説明が不要、活動内容と考えを入れるだけ。

•外出先、隙間時間を利用して、どこでも入力、報告ができる。

時間削減

•社内の活動についても報告でき、動き方が伝えられる。

•過去の動きを振り返ることができる。

•課長以外（本部長、部長）にもタイムリーに伝わり、アドバイスがもらえる。

動きの可視化、伝達スピード

•フィードバックがあるのがいい。入力してよかったと思う。モチベーションＵＰになる。

上司からのフィードバック

•本部のテーマ会議でも活用され、資料の重複作成が不要

社内業務負荷の低減

で働き方に
変化が起きてきた！



コロナ禍・・・Salesforceがあってよかった！

週別： 「コロナウィルス」関連 入手情報推移

4/8緊急事態
宣言発令

4/24緊急事態宣
言延長決定

5/25緊急事態
宣言解除

で情報集約、慌てることなく活動に



事務局もしつこく頑張ってます

勉強会50回以上
（草の根ボトムアップ活動）

上層部への説明会
（トップダウン活動）

本部の違いを可視化
好事例は横展開

小さなことからコツコツと！

Teams上にQ&A開設経営層向けダッシュボード作成

非効率
な働き方

若手世代の
働きがい

部門ごとの
ばらつき

非効率
な働き方

若手世代の
働きがい

部門ごとの
ばらつき
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おわりに

各事業部でSalesforceの浸透をつづけ、

ONEプラットフォームでのデータ活用につなげ、

「オールDNP」での価値創出に挑戦！

“ データ ”と” 絆 ” をつなぐ

Thank you💛


