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ソフトブレーン
ソフトブレーン株式会社
株式会社

ソフトブレーン、使い勝手 No.1 の CRM/SFA の中小企業専用
の中小企業専用バージョン
バージョン
「 セールスマネージャーRemix
「e
セールスマネージャーRemix MS」を販売開始
MS」を販売開始
〜
〜国内企業の
企業の 99.7％を占める中小企業が
％を占める中小企業がターゲット
％を占める中小企業がターゲット
ターゲット〜
営業課題解決サービスを提供するソフトブレーン株式会社（東京都中央区、代表取締役社⻑
営業課題解決サービスを提供するソフトブレーン株式会社（東京都中央区、代表取締役社⻑
豊田浩文、以下ソフトブレーン）
豊田浩文、以下ソフトブレーン）は、使い勝手
使い勝手No.1
No.1（*1）のCRM/SFA
CRM/SFA「e
eセールスマネージ
セールスマネージ
ャー」の中小企業専用バージョンとして新たにセルフサーブ型の
ャー」の中小企業専用バージョンとして新たに
バージョンとして新たにセルフサーブ型のCRM/SFA「
セルフサーブ型の
「eセールスマネー
セールスマネー
ジャー
ジャーRemix
MS」
」の販売を
の販売を 12 月 25 日に開始した
日に
ことをお知らせします。
ことをお知らせします。

中小企業
中小企業専用
CRM/SFA
CRM/SFA「e
セールスマネージャーRemix MS」サービスサイト
セールスマネージャーRemix
MS」サービスサイト
URL：
：

https://www.e sales.jp/products/ms/
https://www.e-sales.jp/products/ms/

【開発の
開発の背景】
近年、労働⼈⼝減少、⻑時間労働抑制といった
⻑時間労働抑制といった問題が叫ばれる中、
問題が叫ばれる中、政府主導で「働き方改革」
が推進されて
推進されています
います。そうした中
そうした中、多くの企業が
、多くの企業がIT投資により⽣産性向上、業務効率化
投資により⽣産性向上、業務効率化
投資により⽣産性向上、業務効率化に取り
組み始めています。
組み始めています
その
その一方で、
『中小企業白書
『中小企業白書（2016
年版）
』によると、中小企業
』によると、中小企業における⽣産性向上は付加
における⽣産性向上は付加
価値増に伴う要素よりも、従業員数減少によるところが大きく、 ツールなどの導入による⽣
価値増に伴う要素よりも、従業員数減少によるところが大きく、ITツールなどの導入による⽣
産性の向上が喫緊の課題となっています。しかし、中小企業の経営者の
産性の向上が喫緊の課題となっています。しかし、中小企業の
ます。しかし、中小企業の経営者の中には
中には「ITを導入でき
を導入でき
る⼈材がいない」
（
（43.3）％、
）％、
「導入効果がわからない」
（39.8％）
（
％）、
「コストが負担」
（
（26.3
26.3％）
、
「社員が を使いこなせない」（25.7％）と
「社員がITを使いこなせない」
（
％）といった理由
いった理由からIT投資に
投資に踏み切れない
踏み切れない方も
方も少なく
ありません。
そこでソフトブレーンでは、
そこでソフトブレーン
、これまで 4,000 社超の導入実績を誇り、
の導入実績を誇り、実際に「残業時間 30％
削減して受注件数 3.6 倍」、「会議時間 80％カットして売上
80％カットして売上 2 倍」といった⽣産性の最大化を
実現してきた国産
実現してきた国産No.1（*2）
）CRM/SFA「
「eセールスマネージャー
セールスマネージャーRemix Cloud
セールスマネージャーRemix
Cloud」をベースに、
」をベースに、
国内企業の 99.7％を占める中小企業の活性化のために、
％を占める中小企業の活性化のために、コストパフォーマンスに優れる中小
％を占める中小企業の活性化のために、コストパフォーマンスに優れる中小
企業専用CRM/ SFA「eセールスマネージャー
企業専用CRM/
SFA
セールスマネージャーRemix MS」を開発しました。
セールスマネージャーRemix
MS」を開発しました。

【中小企業専用CRM/SFA「e
【中小企業専用CRM/SFA
eセールスマネージャー
セールスマネージャーRemix
Remix MSの特徴】
MSの特徴】
「eセールスマネージャー
セールスマネージャーRemix MS」は、使い勝手
セールスマネージャーRemix
MS」は、使い勝手No.1
」は、使い勝手
のCRM/SFA
CRM/SFA「e
eセールスマネージ
セールスマネージ
ャーRemix
Remix Cloud」とほぼ同等の機能でありながら、導入時の工
Cloud とほぼ同等の機能でありながら、導入時の工数・コストに直結する設定作
とほぼ同等の機能でありながら、導入時の工数・コストに直結する設定作
業を自社で簡単にできるセルフサーブ型
業を自社で簡単にできるセルフサーブ型CRM/SFAとすることでコストパフォーマンスの良さ
とすることでコストパフォーマンスの良さ
を実現したことが特徴です。
さらに、 ツール導入時の中小企業経営者の不安を払拭するために、
さらに、ITツール導入時の中小企業
ツール導入時の中小企業経営者の不安を払拭するために、導入時のヒアリングに
経営者の不安を払拭するために、導入時のヒアリングに
回答するだけで自社にフィットした環境が
回答するだけで自社にフィットした
が構築される
構築される仕組みや、
、導入・定着に必要な支援を
導入・定着に必要な支援をオ
導入・定着に必要な支援を
ンライン 提供するサポート環境を用意するともに、
ンラインで提供するサポート環境を用意
提供するサポート環境を用意するともに、30
するともに、
日間の無料トライアル
日間の無料トライアルが可能で
が可能で、期
間中は
はチャットで
チャットでフォローする
する体制を構築する等、安心して
体制を構築する等、安心してCRM/SFA
体制を構築する等、安心してCRM/SFAが導入できるようにし
が導入できるようにし
ました。
■主な特徴
・使い勝手No.1 のCRM/SFA
・使い勝手No.1
CRM/SFA「eセールスマネージャー」の中小企業専用バージョン
セールスマネージャー」の中小企業専用バージョン
・最短
最短 15 分で自社業務にフィットした
自社業務にフィットした
自社業務にフィットしたCRM/SFAが
がセルフサーブで利用
セルフサーブで利用可能
可能
・⾒積もり取得から発注まですべてオンライン完結で
・⾒積もり取得から発注まですべてオンライン
完結で簡単に導入可能
簡単に導入可能
・PC
PC、スマートフォン、タブレット端末
、スマートフォン、タブレット端末
、スマートフォン、タブレット端末などマルチデバイス
マルチデバイスに対応
に対応
・スマートフォン スキャナで名刺をスキャンするだけの
・スマートフォンやスキャナで名刺を
スキャンするだけのカンタン名刺管理
スキャンするだけのカンタン名刺管理
カンタン名刺管理が可能
・ノンプログラミングで設定が変更可能なわかりやすい管理者機能を搭載
・ノンプログラミングで設定が変更可能なわかりやすい管理者機能を搭載
・導入・定着に必要な支援をオンラインで提供
・導入・定着に必要な支援をオンライン
・IT
ITツール初心者でも使いやすいトライアル環境を用意
ツール初心者でも使いやすいトライアル環境を用意
・30
30 日間の無料トライアルで使い勝手No.1
日間の無料トライアルで使い勝手
の操作性を実感可能
【4000
4000 社の導入実績を基に自社にフィットする環境を用意】
社の導入実績を基に自社にフィットする環境を用意

【管理者の業務設計思考に沿ったシステム画⾯】

【契約の変更や活用支援情報もオンラインで提供】
【契約の変更や活用支援情報もオンラインで提供
支援情報もオンラインで提供

中小企業専用
小企業専用CRM/SFA
CRM/SFA「eセールスマネージャー
セールスマネージャーRemix MS」のご紹介
セールスマネージャーRemix
」のご紹介

動画URL
URL：https://www.e
https://www.e-sales.jp/movie_wp/remix_ms/concept.html
sales.jp/movie_wp/remix_ms/concept.html

中小企業専用 CRM/SFA「e
CRM/SFA
セールスマネージャーRemix MS」サービスサイト
セールスマネージャーRemix
MS」サービスサイト
URL：
：https://www.e
https://www.e-sales.jp/products/ms/
sales.jp/products/ms/
30 日間無料トライアル申し込みはこちら
URL：
：https://www.
www.e-sales.jp/products/ms/trial/
sales.jp/products/ms/trial/
■価格

※スタンダードコースは最低
※スタンダードコース
は最低 5 名から上限 20 名。グループコース
グループコースの利用ユーザー数
ユーザー数は無制限
は無制限。
※グループコースのみの利用はできません。
※30 日間無料トライアル可能。
※名刺取り込み
名刺取り込み機能
機能は、無料トライアル期間は使えません（名刺
無料トライアル期間は使えません（名刺 OCR は使用可能）
※初期容量はユーザー数×500MB。(グループは対象外）
※初期容量はユーザー数×500MB
グループは対象外）
【今後の
【今後の展開】
CRM/SFA をはじめとした営業課題解決
をはじめとした営業課題解決ソリューション
ソリューションの提供は
の提供は、大企業及び一部中堅企業
、大企業及び一部中堅企業
にとどまっており、
にとどまっており、中堅・中小企業
中小企業へはほとんど
ほとんど普及してい
普及していません。
ません。そうした中ソフトブレー
そうした中ソフトブレー
ンでは、労働⼈⼝
ンでは、労働⼈⼝減少、⻑時間
⻑時間労働の抑制
労働の抑制といった社会的課題を背景に、
社会的課題を背景に、CRM/SFA も会計シ
社会的課題を背景に、CRM/SFA
ステムと
ステムといった基幹システム同様、今後の企業活動において
基幹システム同様、今後の企業活動において業務効率化のために
基幹システム同様、今後の企業活動において業務効率化のために
業務効率化のために不可⽋な存在
不可⽋な存在
となると考えています。
となると考えてい
そのためソフトブレーンでは、旗艦製品の「
そのためソフトブレーンでは
旗艦製品の「e セールスマネージャーRemix
セールスマネージャーRemix Cloud
Cloud」に加え
」に加え
て、今回、
今回、中小企業限定
中小企業限定 CRM/SFA「e
CRM/SFA
セールスマネージャーRemix
セールスマネージャーRemix MS」
MS」をリリースしまし
をリリースしまし
たが、今後はそれぞれの製品の改良改善を進め、使い勝手を向上させていくとともに、中小企
たが、今後はそれぞれの製品の改良改善を
進め、使い勝手を向上させていくとともに、中小企
業の CRM/SFA
CRM
導入を促進するための施策も展開していくことで、⽣産性向上の観点から、
導入を促進するための施策も展開していくことで、⽣産性向上の観点から、日
本の企業の
企業の 99.7％を占める中小企業
％を占める中小企業市場の活性化に寄与して
％を占める中小企業市場の
化に寄与していく考えです
いく考えです。
。
【用語
【用語について】
】
CRM とは：Customer
とは Customer Relationship Management(カスタマー・リレーションシップ・マネ
Management(カスタマー・リレーションシップ・マネ
ジメント）の略で、売上・利益に貢献する優良客を増やしてビジネスを成功に導く顧客志向の
マネジメントのことです。
https://www.e
://www.e-sales.jp/crm/
sales.jp/crm/
SFA とは：Sales
とは Sales Force Automation（セールス・フォース・オートメーション）の略で、営
Automation（セールス・フォース・オートメーション）の略で、営

業のプロセスや進捗状況を管理し営業活動を効率化するためのシステムです。
https://www.e
://www.e-sales.jp/what
sales.jp/what
sales.jp/what-is-sfa.html
sfa.html
*1 株式会社ネオマーケティング調べ：2017
株式会社ネオマーケティング調べ：2017 年 4 月 全国 20〜
〜50 代の男⼥／会社経営者・役
員・団体役員、会社員・団体職員 派遣社員、契約社員含む)／CRM/SFA
員・団体役員、会社員・団体職員(派遣社員、契約社員含む
派遣社員、契約社員含む CRM/SFA の利用者／
の利用者／400
400 名／
Web アンケート
*2 IDC「国内
IDC
CRM アプリケーション市場シェア_2015
アプリケーション市場シェア_2015 年」より自社で推計
※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。
【ソフトブレーン株式会社

会社概要】

会社名

： ソフトブレーン株式会社（東証一部：4779）
ソフトブレーン株式会社（東証一部：

所在地

： 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 19
19F

代表者

： 代表取締役社⻑

設 ⽴

： 1992 年 6 月 17 日

豊田 浩文

事業内容 ： 営業課題解決事業
URL

： 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

TEL：03-6880-9500
9500

FAX：
：03-6880--9501
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