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【管理者の業務設計思考に沿ったシステム画⾯】
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【管理者の業務設計思考に沿ったシステム画⾯】
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30 日間無料トライアル申し込みはこちら
URL：
 
■価格

※スタンダード
※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
※初期容量はユーザー数×
 
【今後の

CRM/SFA
にとどまっており、
ンでは、労働⼈⼝
ステムと
となると考えて

そのためソフトブレーンで
て、今回、
たが、今後はそれぞれの製品の
業の CRM
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【用語
CRM とは
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
 
SFA とは

中小企業専用 CRM/SFA
：https://www.e

日間無料トライアル申し込みはこちら
：https://www.

■価格 

※スタンダードコース
※グループコースのみの利用はできません。

日間無料トライアル可能。
名刺取り込み機能

※初期容量はユーザー数×

【今後の展開】 
CRM/SFA をはじめとした営業課題

にとどまっており、
ンでは、労働⼈⼝
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
となると考えてい

そのためソフトブレーンで
今回、中小企業限定

たが、今後はそれぞれの製品の
CRM/SFA 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、
企業の 99.7％を占める中小企業

【用語について】
とは：Customer Relationship 

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。

://www.e-sales.jp/crm/

とは：Sales Force Automation

CRM/SFA「e セールスマネージャー
https://www.e-sales.jp/products/ms/

日間無料トライアル申し込みはこちら
www.e-sales.jp/products/ms/trial/

コースは最低
※グループコースのみの利用はできません。

日間無料トライアル可能。
機能は、無料トライアル期間は使えません（名刺

※初期容量はユーザー数×500MB

をはじめとした営業課題
にとどまっており、中堅・中小企業
ンでは、労働⼈⼝減少、⻑時間

基幹システム同様、今後の企業活動において
います。 

そのためソフトブレーンでは
中小企業限定 CRM/SFA

たが、今後はそれぞれの製品の
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、
％を占める中小企業

】 
Customer Relationship 

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。 

sales.jp/crm/

Sales Force Automation

セールスマネージャー
sales.jp/products/ms/

日間無料トライアル申し込みはこちら
sales.jp/products/ms/trial/

は最低 5 名から上限
※グループコースのみの利用はできません。

日間無料トライアル可能。 
無料トライアル期間は使えません（名刺

500MB。(グループは対象外）

をはじめとした営業課題解決
中小企業へはほとんど

⻑時間労働の抑制
基幹システム同様、今後の企業活動において

は、旗艦製品の「
CRM/SFA「e セールスマネージャー

たが、今後はそれぞれの製品の改良改善を
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、
％を占める中小企業市場の

Customer Relationship Management(
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

sales.jp/crm/ 

Sales Force Automation（セールス・フォース・オートメーション）の略で、営

セールスマネージャーRemix MS
sales.jp/products/ms/ 

日間無料トライアル申し込みはこちら 
sales.jp/products/ms/trial/

名から上限 20 名。グループ
※グループコースのみの利用はできません。 

無料トライアル期間は使えません（名刺
グループは対象外）

解決ソリューション
ほとんど普及してい

労働の抑制といった社会的課題を背景に、
基幹システム同様、今後の企業活動において

旗艦製品の「e セールスマネージャー
セールスマネージャー

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
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、

市場の活性化に寄与して

Management(
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

（セールス・フォース・オートメーション）の略で、営

Remix MS」サービスサイト

sales.jp/products/ms/trial/ 

名。グループコース

無料トライアル期間は使えません（名刺
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