
株式会社ソフトウェア研究所

営業支援ｼｽﾃﾑ(Web版)の機能紹介

2010.8.25



株式会社ソフトウェア研究所

目次

１．ポータル画面 ・・・ １ページ
２．予定と日報入力 ・・・ ２ページ
３．案件課題チェック ・・・ ３ページ
４．日報のワークフロー ・・・ ４ページ
５．訪問予定一括表示機能 ・・・ ５ページ
６．必読日報とコメント入力 ・・・ ６ページ
７．日報の評価機能 ・・・ ７ページ
８．案件検索 ・・・ ８ページ
９．案件ランクアップ推移管理 ・・・ ９ページ
10．得意先検索（ﾀｰｹﾞｯﾄﾘｽﾄ作成） ・・・１０ページ
11．活動分析 ・・・１１ページ
12．ＫＰＩ集計表 ・・・１２ページ
13．先行管理(オプション機能) ・・・１３ページ
14．機能一覧(基本機能） ・・・１５ページ



1. ポータル画面
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最終訪問日から訪問間隔日数が経過している得意
先を表示

営業支援システムログオン後、最初に表示される画面です。
週間予定、案件（要確認）、必読日報、訪問警告を表示し、起動した時にすぐに確認ができます。

１週間予定と日報を
ここから入力

案件の課題チェックで確認済
にチェックが無い案件を表示

日報送信で受信した日報または
閲覧対象で設定した条件の日報
が存在したら、ここに表示

他の営業マンの予定
を閲覧
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2.  予定と日報入力

日報に３つまでのファイルを添付

予定と日報入力は、同じ画面で入力（予定か日報かの種別のチェックで変る）
予定の場合、訪問先と目的まで必須入力。日報の場合、概要まで必須入力

予定か日報かをチェック

日報にチェックしたら、日報一覧に表示

重要な報告の場合、チェックしたら、
日報一覧に重要マークを表示

訪問する得意先が基本情報に登録さ
れていない場合、ここから仮登録 次回訪問予定が決まっていれば、ここで入力

すれば、カレンダーに予定を自動で登録

報告内容を入力

枠内に表示できない文章はスクロール

今後の対策を記入

「次にやるべきこと」を整理

あらかじめ決まった文面は、選択入力

日報を閲覧した人を確認
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案件課題チェック画面

3.  案件課題チェック
日報入力時に案件の課題チェックと確認チェックを入力できます。
課題チェックは、実際に実行すべき課題を行った場合にチェックをします。
確認チェックは、見積書提出後のフォローなどの確認をするためのチェックです。

案件右側の課題チェックアイコン
をクリックで課題画面へ

課題を実行した場合、
チェックします。

チェックを付けた
課題はチェック日を
表示します。

チェックを付けた後
フォローなどの確認が
必要な課題は、確認後
チェックを付けます。

日本商事株式会社



4. 日報のワークフロー
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日報を必ず読んで欲しい人には、日報送信で送信者にチェックします。
受けた人のポータル画面の必読日報に表示されます。

クリックで送信先選択画面を表示

日報を必ず読んで欲しい上司や同僚を
チェック

部。課、名前で送信者の
絞込み検索



5. 訪問予定一括表示機能
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管理者は、各部門の担当の訪問予定を一括表示できます。

設定した部門の担当者の訪問予定
を一括表示



6. 必読日報とコメント入力
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管理者がログオンした場合は、ポータル画面に必読日報のみが表示されます。
必読日報でも１度、閲覧（日報入力画面を表示）した日報は次回から表示しません。
コメントやアドバイスは、日報入力のコメントから入力できます。

日報へのコメントを入力
上部がコメントタイトル、下部は、コメント内容を入力
既にコメントが登録されていても新しいコメントを追加

報告内容から全文をコピーする場合、ボタ
ンをクリック

文章入力後、コメントを登録

クリックで日報入力表示



7. 日報の評価機能
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日報で参考になる報告の場合、上司が評価ポイントを与え、営業マンのやる気をアップさせるしくみです。
評価ポイントは、期間ごとの集計表を表示できます。

報告内容が参考になる報告について、
上司や管理者が評価

｢評価 ２Ｐ｣にチェックしたら、
日報を記入した営業マンに
２点の評価ポイントが付く 評価ポイントを営業マンごとで集計し

て表示



株式会社ソフトウェア研究所8

日報一覧

案件照会、編集

8.  案件検索

①

②

④

③

案件検索は、現在、どのような案件があるかを確認できます。

現在、商談中で受注確度が50%以上や金額が100万円以上などの検索条件を指定して、案件を表示します。

案件に関わる情報はここから全て照会出来ます。案件は、タイトルの↑↓をクリックして並び順を変更できます。

得意先基本情報

案件課題

チェック状況
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9. 案件ランクアップ推移管理

①各案件の担当、現在の進捗等を一覧表示

②案件の進捗なし、またはランクアップ遅れを確認

営業プロセスを管理、指導することにより、進捗見込ランクをＢ→Ａ、Ｃ→Ｂへと進捗ＵＰさせるために

必要なアクションが可能になります。

①

「案件ランクアップ」イメージ図

案件進捗ランクアップ管理表

②
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10.  得意先検索（ターゲットリスト作成）
得意先を条件を指定して、条件に一致する得意先を検索できます。

検索項目は、会社、住所に含まれる文字や得意先オリジナル項目を指定できます。

業種（大） ---製造業 かつ
分類 ---電気製品 かつ
ランク --- Ｂランク
に該当する得意先を抽出します。

ＡＢＣ電機

各アイコンのいずれかをクリックすれば
得意先に関連した情報を表示します。
得意先情報、自社担当、相手先担当、日報（商品履歴）、案件情報など

対象得意先一覧
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11.  活動分析
入力された日報や案件情報から期間を指定して、行動や活動実績の集計表を出力できます。

集計結果から担当や得意先別の活動について分析を行い、次のアクションや成功パターンへの仮設の参考とします。

営業行動集計表 営業行動実績表

得意先別営業行動集計表 得意先別相手担当者毎行動表

（縦：日報目的、横：営業担当） （縦：ランク、横：営業担当）

（縦：ランク＋得意先、横： 日報目的） 得意先＋相手担当者別に訪問回数を集計した数値



12. KPI集計表
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各営業担当者のＫＰＩ（目標の達成度を計るための評価指標）の状況を一覧表示します。

未達成の時、ＫＰＩの設定が正しいか検証して、より正しいＫＰＩに微調整します。

新規顧客訪問件数の指標集計項目

日報データ

集計
結果

ＫＰＩ指標集計項目に該当
する目的の日報を件数また
は時間を集計して出力する

目標未達成のときの表示



13. 先行管理
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数ヶ月先の案件の受注状況が受注確度と進捗度から適確に分かり、具体的な対策が打てる。

どの見込案件の受注に力を注入すべきかを予算実績対比のシミュレーションし、予算未達を防止する。

売上確定に見込(90％)の案件を
受注できると想定したときの予算
達成率

売上確定に見込(90％)と見込
(70％)の案件を受注できると想定
したときの予算達成率

チェック欄に「√」を入力した案件
のみ受注できると想定して予算
達成率をシミュレーションする。

拡大

クリック



13-2. 先行管理
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全社→部→課→担当→案件へ ドリルダウンすることで予算達成する上で、問題個所を把握し、受注見通しがわかり、受注
UPを図れる。

全社→部へドリルダウン

営業部→課へドリルダウン

課→営業担当へドリルダウン
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１4.  機能一覧（基本機能）

※基本機能以外にオプションで、顧客の声、ＴｏＤｏ，ダッシュボード、先行管理（売上見込管理）があります。

営業支援システム

機 能 分 類 機 能 名 機 能 説 明

スケジュール管理 週間スケジュール １週間のスケジュール表を表示します。予定と日報をここから入力します。

月間スケジュール １ケ月のスケジュール表を表示します。予定と日報をここから入力します。

得意先情報管理 得意先情報 得意先情報を入力します。検索などで使用できるオリジナル項目が１０個あります。

相手担当一覧 得意先の担当情報を入力します。担当履歴としても残せます。

自社担当一覧 自社担当を入力します。担当履歴としても残せます。

得意先検索(ターゲティング） 得意先検索 名称、住所、地区、選択指定項目などの検索条件を指定して、絞りこみ検索ができます。

案件管理 案件情報 案件情報を入力します。

案件検索 部門、案件状況、受注確度、金額などの検索条件を指定して、絞りこみ検索ができます。

案件課題チェック 案件ごとに課題チェックを入力して、進捗内容を具体的に確認できます。

日報入力、コメント入力 日報入力 スケジュール表から日報を入力します。

日報送信 日報送信 必ず読んで欲しい日報は送信機能があります。

コメント入力 上司や同僚がアドバイスなどのコメントを入力できます。コメントの返信も可能です。

警告機能 訪問警告 得意先ごとに設定した訪問間隔から訪問期限が経過した得意先の警告を表示します。

閲覧機能 日報閲覧
ユーザごとに閲覧条件（部、課、担当、得意先、案件、日報目的）を設定しておく事で
ポータル画面に閲覧したい日報が表示され読み忘れを無くせます。

分析機能（行動、評価） 営業行動集計表 営業行動を分析するために日報の目的別の時間、回数を集計します。

営業実績集計表 営業活動を分析するために集計項目別の件数、率、金額を集計します。

得意先別行動集計表 得意先別の営業行動を分析するために日報の目的別の時間、回数を集計します。

得意先別相手担当者毎行動表 営業の行動を分析するために、キーマンとの商談時間を集計します。

個人別報告評価表 日報に対する評価ポイントを集計します。

案件ランクアップ推移管理表 案件別のランクアップ遅れまたはランクが停滞（進展なし）している案件を表示します。

ＫＰＩ集計表 ＫＰＩ指標集計項目を設定して、該当する日報の件数又は時間で集計して表示します。

ファイル添付と検索機能 添付ファイル検索 日報に添付されたファイルを検索条件を指定して検索できます。

ＣＳＶ出力 得意先情報 得意先検索から絞りこんだ得意先をCSV出力できます。

案件 案件検索からCSV出力ができます。

日報 日報一覧からＣＳＶ出力ができます。

ＣＳＶ取込 得意先情報 CSVファイルから得意先情報へ取込できます。

案件 CSVファイルから案件情報へ取込できます。

日報 CSVファイルから日報へ取込できます。


