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【リニューアルのポイント】
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鉄アレイモデルとは、
営業の構造、課題、強みをカンタンに浮き彫りに
フトブレーングループの営業コンサルティングにおいて常用されて来たノウハウです。

システム管理者は
品、顧客管理、営業プロセスの設定といった業務設計思考に沿って設定することが可能と
なります。

また、メニューの簡易検索で設定したいメニューに簡単にたどり着くことができたり、
様々な設定がドラッグアンドドロップで直感的にできるようになるなど操作性も大きく向
上させました。
 
【主なデザイン変更・改善点】

鉄アレイモデルに基づき、業務設計思考に沿って設定することが容易に。
 
 
 

【リニューアルのポイント】
リニューアルにあたっては、ソフトブレーン・サービス株式会社が提唱している鉄アレ

イモデルというフレームワークに基づいて

鉄アレイモデルとは、
営業の構造、課題、強みをカンタンに浮き彫りに
フトブレーングループの営業コンサルティングにおいて常用されて来たノウハウです。

システム管理者は
品、顧客管理、営業プロセスの設定といった業務設計思考に沿って設定することが可能と
なります。 

また、メニューの簡易検索で設定したいメニューに簡単にたどり着くことができたり、
様々な設定がドラッグアンドドロップで直感的にできるようになるなど操作性も大きく向
上させました。 

【主なデザイン変更・改善点】

鉄アレイモデルに基づき、業務設計思考に沿って設定することが容易に。

【リニューアルのポイント】
リニューアルにあたっては、ソフトブレーン・サービス株式会社が提唱している鉄アレ

イモデルというフレームワークに基づいて

鉄アレイモデルとは、商品、ターゲット、アプローチの
営業の構造、課題、強みをカンタンに浮き彫りに
フトブレーングループの営業コンサルティングにおいて常用されて来たノウハウです。

システム管理者は、このフレームワークに
品、顧客管理、営業プロセスの設定といった業務設計思考に沿って設定することが可能と

また、メニューの簡易検索で設定したいメニューに簡単にたどり着くことができたり、
様々な設定がドラッグアンドドロップで直感的にできるようになるなど操作性も大きく向

 

【主なデザイン変更・改善点】

鉄アレイモデルに基づき、業務設計思考に沿って設定することが容易に。

【リニューアルのポイント】 
リニューアルにあたっては、ソフトブレーン・サービス株式会社が提唱している鉄アレ

イモデルというフレームワークに基づいて

【鉄アレイモデル
商品、ターゲット、アプローチの

営業の構造、課題、強みをカンタンに浮き彫りに
フトブレーングループの営業コンサルティングにおいて常用されて来たノウハウです。

、このフレームワークに
品、顧客管理、営業プロセスの設定といった業務設計思考に沿って設定することが可能と

また、メニューの簡易検索で設定したいメニューに簡単にたどり着くことができたり、
様々な設定がドラッグアンドドロップで直感的にできるようになるなど操作性も大きく向

【主なデザイン変更・改善点】 

鉄アレイモデルに基づき、業務設計思考に沿って設定することが容易に。

リニューアルにあたっては、ソフトブレーン・サービス株式会社が提唱している鉄アレ
イモデルというフレームワークに基づいてUI/UXを設計しました。

鉄アレイモデル
商品、ターゲット、アプローチの

営業の構造、課題、強みをカンタンに浮き彫りにすることが
フトブレーングループの営業コンサルティングにおいて常用されて来たノウハウです。

、このフレームワークに基づいて設定変更することで、
品、顧客管理、営業プロセスの設定といった業務設計思考に沿って設定することが可能と

また、メニューの簡易検索で設定したいメニューに簡単にたどり着くことができたり、
様々な設定がドラッグアンドドロップで直感的にできるようになるなど操作性も大きく向

鉄アレイモデルに基づき、業務設計思考に沿って設定することが容易に。

リニューアルにあたっては、ソフトブレーン・サービス株式会社が提唱している鉄アレ
を設計しました。

鉄アレイモデル】 
商品、ターゲット、アプローチの 3 つ

することが出来るフレームワークで、ソ
フトブレーングループの営業コンサルティングにおいて常用されて来たノウハウです。

いて設定変更することで、
品、顧客管理、営業プロセスの設定といった業務設計思考に沿って設定することが可能と

また、メニューの簡易検索で設定したいメニューに簡単にたどり着くことができたり、
様々な設定がドラッグアンドドロップで直感的にできるようになるなど操作性も大きく向

鉄アレイモデルに基づき、業務設計思考に沿って設定することが容易に。

リニューアルにあたっては、ソフトブレーン・サービス株式会社が提唱している鉄アレ
を設計しました。 

つを整理することで、自社の
出来るフレームワークで、ソ

フトブレーングループの営業コンサルティングにおいて常用されて来たノウハウです。
いて設定変更することで、

品、顧客管理、営業プロセスの設定といった業務設計思考に沿って設定することが可能と

また、メニューの簡易検索で設定したいメニューに簡単にたどり着くことができたり、
様々な設定がドラッグアンドドロップで直感的にできるようになるなど操作性も大きく向

鉄アレイモデルに基づき、業務設計思考に沿って設定することが容易に。

リニューアルにあたっては、ソフトブレーン・サービス株式会社が提唱している鉄アレ

ることで、自社の
出来るフレームワークで、ソ

フトブレーングループの営業コンサルティングにおいて常用されて来たノウハウです。
いて設定変更することで、自社組織と商

品、顧客管理、営業プロセスの設定といった業務設計思考に沿って設定することが可能と

また、メニューの簡易検索で設定したいメニューに簡単にたどり着くことができたり、
様々な設定がドラッグアンドドロップで直感的にできるようになるなど操作性も大きく向

鉄アレイモデルに基づき、業務設計思考に沿って設定することが容易に。 

 

リニューアルにあたっては、ソフトブレーン・サービス株式会社が提唱している鉄アレ

ることで、自社の
出来るフレームワークで、ソ

フトブレーングループの営業コンサルティングにおいて常用されて来たノウハウです。 
自社組織と商

品、顧客管理、営業プロセスの設定といった業務設計思考に沿って設定することが可能と

また、メニューの簡易検索で設定したいメニューに簡単にたどり着くことができたり、
様々な設定がドラッグアンドドロップで直感的にできるようになるなど操作性も大きく向



様々な項目、設計でドラッグアンドドロップによる直感的な操作で設定が可能に。
 
【今後の展開】

ソフトブレーンでは今後もユーザー及びシステム管理者の使い勝手を追求し、経営者と
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