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効果】 

売上目標から逆算した必要活動量の把握 

売上目標というゴールに対して、年間でどれだけの活動量が必要なのかを明確化する

・年間目標に対する進捗の管理

個々の営業担当者の活動を可視化することで、情報の共有を超速化し、組織営業力の向上につ

グループごとに異なっていた帳票の統一 

帳票の統一により書類作成にかかる工数を削減する。

CRM/SFA「e セールスマネージャー

ソフトブレーンが提供する営業支援システム（CRM/SFA

営業力を強化します。業種、業界、規模を問わず、各企業に合った

「プロセスマネジメント」で利益につながる仕組みを作ること

や組織の状況に合わせて柔軟な設定変更ができ、常に最適

ロセスを設計することが可能です。 

また、スマートフォンやタブレット端末、携帯電話での操作に最適化しており、スケジュールや履歴

の確認、活動報告が容易なため、ストレスフリーな操作が可能です。文字

しているため、科学的なマネジメントも可能となります。

導入前後のコンサルティングサービスも充実しており、

の提供や教育、最善プロセス定着までお客さまのニーズにあったサービスを提供します。

成功事例も多数紹介しています。

sales.jp/casestudy/list/ 

記載された社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

_2016 年」より自社で推計

年 4 月 全国

セールスマネージャーRemix Cloud

業務工数を削減することが可能になる点も採用を

可能 

Remix Cloud」でCRM/SFA

売上目標というゴールに対して、年間でどれだけの活動量が必要なのかを明確化する

・年間目標に対する進捗の管理 

個々の営業担当者の活動を可視化することで、情報の共有を超速化し、組織営業力の向上につ

する。 

セールスマネージャー

CRM/SFA）「ｅセールスマネージャー

営業力を強化します。業種、業界、規模を問わず、各企業に合った

「プロセスマネジメント」で利益につながる仕組みを作ること

や組織の状況に合わせて柔軟な設定変更ができ、常に最適

また、スマートフォンやタブレット端末、携帯電話での操作に最適化しており、スケジュールや履歴

の確認、活動報告が容易なため、ストレスフリーな操作が可能です。文字

しているため、科学的なマネジメントも可能となります。

導入前後のコンサルティングサービスも充実しており、4,000 社を超える導入実績に基づくノウハウ

の提供や教育、最善プロセス定着までお客さまのニーズにあったサービスを提供します。

事例も多数紹介しています。

 

記載された社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

年」より自社で推計

全国 20～50 代の男女／会社経営者・役員・団体

Remix Cloud」を導入することでそれまでバラ

減することが可能になる点も採用を

CRM/SFAと帳票が連動可能

売上目標というゴールに対して、年間でどれだけの活動量が必要なのかを明確化する

個々の営業担当者の活動を可視化することで、情報の共有を超速化し、組織営業力の向上につ

セールスマネージャーRemix Cloud

ｅセールスマネージャー

営業力を強化します。業種、業界、規模を問わず、各企業に合った営業プロセスを設計

「プロセスマネジメント」で利益につながる仕組みを作ること

や組織の状況に合わせて柔軟な設定変更ができ、常に最適

また、スマートフォンやタブレット端末、携帯電話での操作に最適化しており、スケジュールや履歴

の確認、活動報告が容易なため、ストレスフリーな操作が可能です。文字入力に頼らない

しているため、科学的なマネジメントも可能となります。

社を超える導入実績に基づくノウハウ

の提供や教育、最善プロセス定着までお客さまのニーズにあったサービスを提供します。

事例も多数紹介しています。 

記載された社名および製品名は各社の商標または登録商標です。 

年」より自社で推計 

代の男女／会社経営者・役員・団体

」を導入することでそれまでバラ

減することが可能になる点も採用を

と帳票が連動可能

売上目標というゴールに対して、年間でどれだけの活動量が必要なのかを明確化する。 

個々の営業担当者の活動を可視化することで、情報の共有を超速化し、組織営業力の向上につ

Remix Cloud」について

ｅセールスマネージャーRemix Cloud

営業プロセスを設計し、

「プロセスマネジメント」で利益につながる仕組みを作ること

や組織の状況に合わせて柔軟な設定変更ができ、常に最適

また、スマートフォンやタブレット端末、携帯電話での操作に最適化しており、スケジュールや履歴

入力に頼らない選択方式

しているため、科学的なマネジメントも可能となります。 

社を超える導入実績に基づくノウハウ

の提供や教育、最善プロセス定着までお客さまのニーズにあったサービスを提供します。 

代の男女／会社経営者・役員・団体

 

」を導入することでそれまでバラ

減することが可能になる点も採用を

と帳票が連動可能 

個々の営業担当者の活動を可視化することで、情報の共有を超速化し、組織営業力の向上につ

」について 

Cloud」は、

し、計測、

「プロセスマネジメント」で利益につながる仕組みを作ること

や組織の状況に合わせて柔軟な設定変更ができ、常に最適

また、スマートフォンやタブレット端末、携帯電話での操作に最適化しており、スケジュールや履歴

選択方式

社を超える導入実績に基づくノウハウ

代の男女／会社経営者・役員・団体



 

 

役員、会社員・団体職員

 

【ひまわりネットワーク株式会社

会社名

所在地

代表者

設立

事業内容

URL

 

【ソフトブレーン株式会社

会社名

所在地

代表者

設 立

事業内容

URL

 

【本ニュースリリースに関するお問合せ先】

■ソフトブレーン株式会社

TEL：03

e-mail：

役員、会社員・団体職員

ひまわりネットワーク株式会社

会社名  ： ひまわりネットワーク株式会社

所在地   ： 愛知県豊田市若草町

代表者   ： 代表取締役社長

設立     ： 1989

事業内容 ： 登録一般放送事業（ケーブルテレビ）

電話）

    ： http://www.himawari.co.jp/

【ソフトブレーン株式会社

会社名 ： ソフトブレーン株式会社

所在地 ： 東京都中央区八重洲

代表者 ： 代表取締役社長

立 ： 1992

事業内容 ： 営業課題解決事業

 ： http://www.softbrain.co.jp/

【本ニュースリリースに関するお問合せ先】

■ソフトブレーン株式会社

03-6880-2600

：press@softbrain.co.jp

役員、会社員・団体職員(派遣社員、契約社員含む

ひまわりネットワーク株式会社

ひまわりネットワーク株式会社

愛知県豊田市若草町

代表取締役社長

1989 年 6 月 

登録一般放送事業（ケーブルテレビ）

電話）、放送番組の制作・販売

http://www.himawari.co.jp/

【ソフトブレーン株式会社 会社概要】

ソフトブレーン株式会社

東京都中央区八重洲

代表取締役社長

1992 年 6 月 17

営業課題解決事業

http://www.softbrain.co.jp/

【本ニュースリリースに関するお問合せ先】

■ソフトブレーン株式会社 広報担当

2600 FAX：03-6880

press@softbrain.co.jp 

派遣社員、契約社員含む

ひまわりネットワーク株式会社 会社概要】

ひまわりネットワーク株式会社

愛知県豊田市若草町 3-32-

代表取締役社長 小野 哲彦

登録一般放送事業（ケーブルテレビ）

放送番組の制作・販売

http://www.himawari.co.jp/ 

会社概要】 

ソフトブレーン株式会社（東証一部：

東京都中央区八重洲 2-3-1

代表取締役社長 豊田 浩文

17 日 

営業課題解決事業 

http://www.softbrain.co.jp/ 

【本ニュースリリースに関するお問合せ先】 

広報担当 高橋／具志堅

6880-2601 

派遣社員、契約社員含む)／CRM/SFA

会社概要】 

ひまわりネットワーク株式会社 

-8 

哲彦 

登録一般放送事業（ケーブルテレビ）、電気通信事業（インターネット、ケーブルプラス

放送番組の制作・販売 

 

（東証一部：4779）

1 住友信託銀行八重洲ビル

浩文 

 

 

／具志堅 

CRM/SFAの利用者／

電気通信事業（インターネット、ケーブルプラス

） 

住友信託銀行八重洲ビル

の利用者／400 名／

電気通信事業（インターネット、ケーブルプラス

住友信託銀行八重洲ビル 9F 

名／Webアンケート

電気通信事業（インターネット、ケーブルプラス

 

アンケート 

電気通信事業（インターネット、ケーブルプラス


