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の進捗や各種営業情報が

マネージャーが正しい情報に基づいた指導・
、予実管理の精度を高める

業務の効率化 
訪問前に過去の履歴

さらに帰社せずともすぐに活動内容が
高めながらも、外出の多い営業現場の負荷を軽減する。 

CRM/SFA 

）＆国産 No.1（

営業プロセスを⾒える化し、組織営業⼒を強化

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が設計可能で、プロセス毎

に計測、改善を繰り返しながらマネジメントを⾏う「プロセスマネジメント」で利益につなが

導⼊前後のコンサルティングサービスも充実しており、4,500

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。
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。
掲載されている情報は発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がありますのでご

_2016 年」より自社で推計
月 全国 20〜

派遣社員、契約社員含む)／CRM/SFA

セールスマネージャーに一元化し、⾏くべき先・会うべき人を
戦略的に訪問計画を⽴てること

 
の進捗や各種営業情報が集計され

マネージャーが正しい情報に基づいた指導・
管理の精度を高める。

過去の履歴情報を参照した上で商
さらに帰社せずともすぐに活動内容が登録できるため、商談の質を

（*2）の営業支援システム

営業プロセスを⾒える化し、組織営業⼒を強化

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が設計可能で、プロセス毎

に計測、改善を繰り返しながらマネジメントを⾏う「プロセスマネジメント」で利益につなが

4,500 社を超える導

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。 
掲載されている情報は発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がありますのでご

年」より自社で推計
〜50 代の男⼥／会社経営者・役
CRM/SFAの利用者／

セールスマネージャーに一元化し、⾏くべき先・会うべき人を
戦略的に訪問計画を⽴てること

集計され、ダッシュボ
マネージャーが正しい情報に基づいた指導・

。 

情報を参照した上で商
できるため、商談の質を

営業支援システム

営業プロセスを⾒える化し、組織営業⼒を強化

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が設計可能で、プロセス毎

に計測、改善を繰り返しながらマネジメントを⾏う「プロセスマネジメント」で利益につなが

社を超える導⼊実績に基づく

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。 

掲載されている情報は発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がありますのでご

年」より自社で推計 
代の男⼥／会社経営者・役

の利用者／400

 

セールスマネージャーに一元化し、⾏くべき先・会うべき人を視覚
戦略的に訪問計画を⽴てること

、ダッシュボ
マネージャーが正しい情報に基づいた指導・

情報を参照した上で商
できるため、商談の質を

営業支援システム

営業プロセスを⾒える化し、組織営業⼒を強化

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が設計可能で、プロセス毎

に計測、改善を繰り返しながらマネジメントを⾏う「プロセスマネジメント」で利益につなが

⼊実績に基づく

のニーズにあったサービスを提供します。 

掲載されている情報は発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がありますのでご

代の男⼥／会社経営者・役
400 名／



 

 

【ヒューマンリソシア
会 社 
所 在 
代 表 
設  
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【ソフトブレーン株式会社
会 社 
所 在 
代 表 
設  
事業内容：営業イノベーション
U  R  
 
【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
TEL：
e-mail
 

ヒューマンリソシア
 名：ヒューマンリソシア
 地：東京都新宿
 者：代表取締役

  ⽴：1988 年
事業内容：

  L：http://resocia.jp/corporate/

【ソフトブレーン株式会社
 名：ソフトブレーン株式会社（東証一部：
 地：東京都中央区日本橋
 者：代表取締役社⻑

  ⽴：1992 年
事業内容：営業イノベーション

  L：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 具志堅

03-6880-9500
mail：press@softbrain.co.jp

ヒューマンリソシア株式会社
ヒューマンリソシア
東京都新宿区⻄新宿

取締役 御旅屋貢
年 2 月 

事業内容：総合人材サービス事業
http://resocia.jp/corporate/

【ソフトブレーン株式会社 会社概要】
名：ソフトブレーン株式会社（東証一部：

東京都中央区日本橋
代表取締役社⻑ 豊田

年 6 月 17 日
事業内容：営業イノベーション

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 

具志堅 
9500 FAX：

press@softbrain.co.jp

株式会社 会社概要】
ヒューマンリソシア株式会社 

⻄新宿 7-5-25 
御旅屋貢 

総合人材サービス事業
http://resocia.jp/corporate/

会社概要】 
名：ソフトブレーン株式会社（東証一部：

東京都中央区日本橋 1-4-1 日本橋一丁目三井ビルディング
豊田 浩文 
日 

事業内容：営業イノベーション事業 
http://www.softbrain.co.jp/

【本ニュースリリースに関するお問合せ先】

：03-6880-
press@softbrain.co.jp  

会社概要】 
 

 ⻄新宿プライムスクエア

総合人材サービス事業 
http://resocia.jp/corporate/ 

 
名：ソフトブレーン株式会社（東証一部：4779

日本橋一丁目三井ビルディング

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

【本ニュースリリースに関するお問合せ先】 

-9501 

プライムスクエア

4779） 
日本橋一丁目三井ビルディング

プライムスクエア 1F 

日本橋一丁目三井ビルディング 19F  

 


