お客様事例：株式会社マネーフォワード

パートナービジネスの管理を
共通プラットフォームに乗せ
効率化と拡張性を両立
家計簿アプリで急成長したマネーフォワード。現在は企業のバック
オフィス向けクラウドサービスを中心に、B2B事業が売上高の7割以
上を占める。それに伴い、顧客紹介、販売代理を担うパートナー企
業との連携が重要度を増した。パートナー企業に対する細かな対応
と、顧客獲得のスケーラビリティをどのように両立したのか紹介する。

課題

効果

コロナ禍でリアルの展示会出展や
セミナーの開催が困難になり、リードの減少が懸念された。

パートナー企業からの紹介数が劇的に増え、
前年の 10 倍以上に。新規顧客獲得の増加につながった。

増え続けるパートナー企業の案件を各サービス部門に
アサインする作業を、人手に頼っていたため非効率だった。

案件の内容からアサイン先を自動判別し、
タイムリーに情報共有することで商機を逃さなくなった。

パートナー企業ごとに問い合わせフォームを作っていたた
め、パートナー企業の増加で管理が煩雑に。

全パートナー企業共通のフォームを作成し、
運用の効率化と情報統合によるベストプラクティスを追求。

株式会社マネーフォワード
業
種：サービス業
業務内容：インターネットサービス
開発（SaaS×Fintech領域
の個人向け、企業向けア
プリケーション）
、Fintech
推進、DX支援サービス
導入商品：Adobe Marketo Engage
活用用途：パートナー業務管理、
パートナー案件管理

業務アプリケーションが急拡大
パートナービジネスを強化

SaaS マーケティング支援、ファイナンス
サービスの 3 つに分類。また、同社が提
供するバックオフィス SaaS『マネーフォワー

2012 年創業の株式会社マネーフォワード

ド クラウド』は、経費や債務支払、請求

は、個人向けのお金の見える化サービス
「マ

書、会計、給与などサービスごとにターゲッ

※

ネーフォワード ME」で利用率 1 位 の座を

トが異なるため、マーケティング部門は各

獲得する Fintech 企業だ。14 年に開始した

サービスラインで分かれている。同社クラ

企業向けクラウドサービスの成長も著しく、

ウド経費本部 コミュニケーションデザイン

請求書や経費などの経理、会計業務サー

部 部長の成末庸平氏は、クラウド経費、

ビスを中心に売上を急拡大させている。

クラウド債務支払を担当し、マーケティン

同社の事業は法人向け、個人向け、金
融機関向けの 3 つの領域で展開しており、

グやインサイドセールスなどの組織をまと
めている。

全 体 の 約 4 分 の 3 を占める法 人 向けで

「面倒な経費精算に対し、クラウドアプ

は、企業のバックオフィス向け SaaS 事業、

リを使って自動化するニーズは拡大してお

※株式会社マクロミル委託「家計簿アプリに関するインターネット調査」
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り、当社のサービスを広くご利用いただく

急成長を続ける同社では、年々サービ

ためにマーケティングを行っています。一

スが増え、
「数年前と比べて 3 倍ぐらいの

方、債務支払は、受領した請求書を処理

ラインアップになっていると思います」と

し支払うまでの業務を効率化するもの。こ

成末氏は話す。その一方で、パートナービ

ちらは市場ができたばかりなので、いち早

ジネスに関しては、パートナー企業に対し

くサービス開発や提供に取り組んでいま

複数サービスのアプローチを促すため、部

す」
（成末氏）

門横断の組織として運営しているという。

その他、同社と販売代理店契約を結ん

「実際、パートナー企業からは当社サー

だ外部企業によるパートナー事業も拡大。

ビスに対する引き合いがあったときに、複

特に 20 年のコロナ禍で、リアルの展示会

数のニーズをいただく場合があります。私

やセミナーが中止になる中、同社ではパー

の部署では、対応するサービスを確認し、

トナービジネスの強化に乗り出した。パー

それに応じて担当部署のインサイドセール

トナービジネス部 部長の青山徹氏は、成

スに案件を振り分けています」
（青山氏）

「MA ツールは同じではなく、適切にマーケティン
グを考えたとき、違いが分かります」
（成末氏）

紹介案件が急増。社内部門への
アサインが追いつかなくなる

末氏が担当するサービスを含めた企業向

自社が直接行うマーケティングと、パー

けサービス全体のパートナービジネスを統

トナー企業経由のリード獲得はどちらも重

括。
「特に、自社営業が難しいエリアに対し、

要だ。そのための体制整備を進める中で、

ある。1 つは、パートナー企業から見込

パートナー企業の力を借りてアプローチを

パートナー企業経由の案件管理をさらに効

み客の紹介があり、実際の営業は同社が

する際の窓口をしています」
（青山氏）

率化すべきだと考えたという。

行うもの、もう 1 つはパートナー企業自
身が商談化し、
契約に持っていくものだ。

取次案件での依頼（想定）

「特に紹介の場合、通知を受けてから、
できるだけ早くアプローチしないと、お
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人的に判断していました」
（青山氏）

あ る「Adobe Marketo Engage」 を、 パ ー
取次案件（紹介案件）の場合、パートナー企業は、集客から見込み客
へのアプローチを経て、商談化するところまでを担当する。その後は同
社が引き継ぐため、情報連携が課題だった

導入支援パートナー
パートナー企業
マネーフォワード

トナー企業管理の共通化にも使えないか
と考えた。

Adobe Marketo Engage を使うことで
社内の「共通言語」ができ、
コミュニケーションが実践的に変わりました。
クラウド経費本部
コミュニケーションデザイン部
部長

成末 庸平氏
2021年6月15日現在

そこで同社は業務効率化に向け、もと
もと MA の運用支援に携わっていたパー
ソルプロセス & テクノロジー株式会社
と連携し、プログラム変更へ向けて具体
的な検討に入った。担当者である須藤有
紀氏は、「これまでも、パートナー企業
の管理には Adobe Marketo Engage を利用
していましたが、個別に登録フォームを
設定していたため、パートナー企業の数

「管理フォーム共通化で、パートナー企業の業務
も効率化し、案件獲得数も増えました」
（青山氏）

「Adobe Marketo Engage は、設定の柔軟性と、施策の
応用が可能な拡張性を持つツールです」
（須藤氏）

だけフォームが存在。統一したルールも
なく、部門の要求ごとに最適化しリー
ドの情報を振り分けていました。この
フォームを共通化して、ルールを定める
ことで、担当部門へのアサインを自動化
できるのではと考えました」と語る。

パートナーからの紹介件数は
1 年前の 10 倍に
パートナー企業管理の共通化計画は、
すぐに実行に移された。成末氏、青山氏

通 常 の リ ー ド と 同 様 に Adobe Marketo
Engage に集約したことで、新規、既存
の区別や、もともと紹介があったところ
なのかも含めて、機械的に選別できるよ
うになりました」
（須藤氏）

事実、サービス間で顧客ターゲットが

を中心にグランドデザインを描き、それ

Adobe Marketo Engage をパートナー企

重なる場合も多い。また小規模な企業で

を須藤氏の運用チームが Adobe Marketo

業管理に使用して約 1 年が経った現在、

は、人事、総務、経理をすべて 1 人で担

Engage に落とし込んでいき、プロジェ

成果は予想をはるかに上回るものとなっ

当することもある。そのため、同じ会社

クト開始から 1 ヶ月後の 20 年 8 月には

た。「パートナー企業経由の紹介数は 10

から同じ人に何度もアクセスすることは

本稼働を開始した。

倍以上に増加しました。しかも、従来当

避けなければならない。「似ている商品

パートナー企業がアプローチした顧客

社がアプローチできなかった顧客層のリ

を売ることによる課題感は、当社の特徴

に対し、同社としてヒアリングしてほし

ストも得られており、新規顧客の商談数

だと思います。人の力でがんばろうとす

い内容をあらかじめ設定。またパート

が大幅に増加しています」
（青山氏）

るには、限界でした」（成末氏）

ナー企業が営業した結果の情報や要望な

同社のパートナー企業管理の共通化

「多いときは、1 日に数十件を超える

どを、すべて 1 つのフォームに書き込め

は、パートナー企業側にとってもメリッ

紹介がありました。それをすべて手作

るようにした。パートナー企業がその

ト が 大 き い と 青 山 氏 は 言 う。
「Adobe

業でさばくことは大変な手間でしたね」

フォームに書き込むと、
内容を判別して、

Marketo Engage で振り分けるようになっ

最適な部門にアサインするところまで自

て、パートナー企業側も、この案件はど

動化するシステムができたという。

の本部が担当するという基本的な振り分

（青山氏）
。引き合い急増といううれし
い悲鳴が、本当の悲鳴に変わりつつあっ
たという。

「パートナー企業様からの受付窓口を、

けのルールを知ることができています。

パートナー企業経由の紹介は10 倍以上増加。
しかも当社のアプローチが
難しかったお客様です。
パートナービジネス部
部長

青山 徹氏
2021年6月15日現在

そのため、営業時に着地点がイメージし

施したい施策を実装

やすい。さらに、後工程のことを考え

できるとおっしゃる

ると、共通化したほうが案件獲得数は増

のですが、実際は仕

えます。そのことをパートナー企業にも

様に制限があった

しっかり説明することで、共通化が実現

り、 運 用 工 数 が 跳

できました」
。

ね上がったりする

共通フォームに情報が蓄積され、デー

ことが少なくあり

タの母数が多くなることで、同社のイン

ま せ ん。 そ れ に 対

サイドセールスの KPI も改善している。

し て Adobe Marketo

「インサイドセールス時にこの質問項目

Engage は、 現 場 の

は良い、悪いという反応があれば、それ

運用の範囲内で複雑

を集約してパートナー管理のフォームに

な設定も思い通りに

フィードバックできます。情報が組織を

で き ま す。 こ の 柔

横断し、つながることによって、仕事の

軟性が他との大きな違いで、私たちが

に徹底。そうすることで相互の理解が早

スタイルが日々実践的に強化されている

Adobe Marketo Engage を選んでいる最大

く、施策の実行スピードを上げることが

という実感がありますね」（成末氏）

の理由でもあります」

できたのです」
（青山氏）

Adobe Marketo Engage は
柔軟性と運用の効率性を両立

運用を行う須藤氏も、「柔軟性と同時

成末氏も、テクノロジードリブンの

に、運用の効率化が図れるツールだと実

重要性を常に意識する。
「企業が成長し、

感しています。例えばコロナ禍で、オン

組織が大きくなる中で、社内のやりとり

ラインセミナーの回数が非常に増えまし

は意外とアナログな部分が目立つように

容は非常に複雑だ。同社はなぜ、今回の

た が、Adobe Marketo Engage で は、1 つ

なっていました。そこに、Adobe Marketo

プロジェクトを成功できたのだろうか。

のキャンペーンを作れば、その施策全体

Engage という共通言語ができたことで、

パートナー企業ごとに様々なスタイル

をパッケージにしてコピーし、小さな修

コミュニケーションの質が上がり、数値

で営業しており、同社に案件を紹介する

正を加えるだけで、同種の施策をすぐに

以上の効果が出ていると感じています」
。

だけのところもあれば、実際に営業して

作ることができます。このスケーラビリ

今後の展開について、
成末氏は「Adobe

再販する代理店として動く企業もある。

ティは、運用の立場からすれば非常にあ

Marketo Engage がマーケティングとパー

そのため、各パートナー企業に対して最

りがたく思っています」と語る。

トナー企業の両方で使われるようになっ

フォームの共通化といっても、その内

適な情報共有と、インセンティブの握り
方をしなければいけない。そしてもちろ
ん、パートナー企業間で他社の情報は見
えないようにブロックする必要もある。
基本的な書式を一本化しながら、個別に

テクノロジーを
社内の「共通言語」にする

たことで、今後は、マーケティングチャ
ネルとパートナーチャネルをさらに融合
させることを考えています。例えばマー

同社では行動指針として、「ユーザー

ケティング施策で実施するセミナーに、

フォーカス」「テクノロジードリブン」

パートナーチャネルからの参加者を合流

条件をカスタマイズできる二面性を持た

「フェアネス」という 3 つのキーワード

させるといった取り組みをしていきたい

せた運用は、Adobe Marketo Engage だか

を掲げている。Adobe Marketo Engage の

ですね」と話す。青山氏も「今までパー

ら可能だったと成末氏は話す。

機能面の優位性を生かし切るためには、

トナービジネスは、社内でも専門性が高

テクノロジードリブンの考え方が生かさ

い業務というイメージがありました。今

れたという。

後は Adobe Marketo Engage が分断を埋め

「MA ツールの基本的な操作は、どこ
も良くなっており、大きな差はないと思
います。しかし、使っている立場から言

「具体的には、当社メンバーに対し、

る媒介となり、相互の理解がより進むこ

えるのは、しっかりとマーケティングを

Adobe Marketo Engage の基本機能を理解

とで『マーケティング×パートナー』
『マー

しようとしたときに差が出るということ

してもらった上で、運用担当の須藤さん

ケティング×営業』といった新しいビジ

です。ほとんどのベンダーは私たちが実

のチームとコミュニケーションするよう

ネスが広がると思います」と語った。
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