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Salesforceが取り組む
製造エコシステム
本ガイドをご覧頂き、まことに有り難うございます。
AppExchangeは、セールスフォースの創業者マーク・
ベニオフが、当時メンターであったスティーブ・ジョ
ブズのアドバイスのもと、2006年にリリースした「ビ
ジネスアプリのマーケットプレイス」です。

自動車、電子部品、素材など、いわゆる製造業に
従事されるお客様は、長く日本産業の屋台骨として
経済を牽引してこられました。

ただ、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は
製造業の皆様にとって大きなチャレンジであり、自動
車産業は「CASE（Connected、Autonomous、
Shared、Electric）」の潮流を受けて100年に1度と
呼ばれる産業構造自体の大変革期に入っておられる
のではないでしょうか？

我々は環境の変化に合わせ、お客様が絶え間なく進
化していくことをお手伝いしたいと考えております。
AppExchangeにて提供されるソリューションは、お
客様のセールスフォースの環境に連携され、すぐに
やりたい事を実現することができるようになっており
ます。その結果、AppExchangeアプリのインストー
ル数は９百万件を越え、多くのお客様にご利用いた
だいております。セールスフォースはこうしたパート
ナ様との製造業界におけるエコシステムをさらに拡大
し、顧客管理機能の拡張にとどまらず、ERPやPLM

いった分野でもお役に立てるソリューションを提供し
てまいりたいと考えております。

本アップガイドにて、お客様が抱える課題の解決策、
その端緒を掴んで頂ければ幸いです。



【1Roll】
1Roll for Salesforceは、営業プロセスを革新する動画配信マー
ケティングシステムです。目的に応じて選べる1,000種類のテン
プレートで、顧客ニーズに合わせた動画を簡単スピーディーに
作成。メールやWebサイトで動画配信後、Salesforceに自動
連携される顧客毎の動画視聴データをもとに営業アプローチを
実施。MAと動画を連携させることで見込み顧客獲得・育成・
商談機会の創出まで実現可能。
（提供元：株式会社フレイ・スリー）

★各アプリのロゴをクリックするとアプリの詳細ページをご覧いただけます。

マーケティング
自社の製品を使って頂けるお客様を見つけ、知り、関係性を深めて行くことが製造業の成長にとって不可欠です。
デジタル化する顧客チャネルを統合し、最適なアクションをとり、お客様の成功をサポートします。

【CreativeSurvey for Salesforce】
～「ビジネスを強くする」Salesforceと連携した次世代型
アンケート・ヒアリングツール～『CREATIVE SURVEY for
Salesforce』は使いやすく自由度の高いデザイン、デバイス対
応など時代に応じた先進性、高いサポート・セキュリティ体制、
今までのアンケートが抱える課題を払拭します。製造業にてお
客様の製品フィードバック、パートナー企業様の声などを集め
る際に幅広くご利用頂いてます。
 »リコージャパン株式会社様 事例
（提供元：クリエイティブサーベイ株式会社）

お客様の声
アンケートは実施するだけでは意味がなく、その回答はお客様の「声」として顧客管理システムに「一
元管理」され、PDCAを回すことが重要なポイントです。「CREATIVE SURVEY for Salesforce 」は、
顧客管理システム「Salesforce」と連携することで、Webアンケートシステム「CREATIVE SURVEY」
で作成したアンケートを「Salesforce」上から顧客に送信し、その回答データを「Salesforce」に蓄
積することができます。このデータの統合により、お客様の「声」を活用した具体的な改善活動を実
現できるようになりました。

https://hurray3.com/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FMki7UAD
https://jp.creativesurvey.com/news/20208-pressrelease-ricohjapan/
https://jp.creativesurvey.com/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FMiETUA1


【Medallia Experience Cloud】
Medalliaは顧客・従業員ロイヤリティの向上によるビジネス拡
大の為に、あらゆる接点から顧客・従業員の声を集め、リスク
と機会を予測し、アクションへ繋げる為のインサイトを提供しま
す。ビジネスがグローバル化する中、“モノ売り” から “コト売り”
への変革に向けてジャーニ全体の体験データを商品企画や製品
開発、アフターサービスで活用する事で、顧客中心経営に向け
た新たなビジネスモデルを生み出すことが可能です。
 »メルセデスベンツUSA様 事例
（提供元：Medallia 株式会社）

★各アプリのロゴをクリックするとアプリの詳細ページをご覧いただけます。

【PHONE APPLI PEOPLE for Salesforce】
PHONE APPLI PEOPLE for Salesforc社内外のコミュニケーショ
ンをスムーズにするSalesforceの電話帳であり、KnowWho検
索を使って、社内の専門家を探すことができるPHONE APPLI
PEOPLE for Salesforce。社員同士の日々の感謝の気持ちをサン
クスカードで贈り合うPHONE APPLI THANKS for Salesforce、
上司と部下の1on1の記録や目標管理をSalesforceで行える
PHONE APPLI VISION。これらを組み合わせることによって、
Salesforceを社員ひとりひとりの力を引き出すプラットフォームとし
て活用できます。
※ ecrofselaS rof SKNAHT ILPPA ENOHP と PHONE APPLI VISION は

PHONE APPLI PEOPLE for Salesforceのオプション製品となります。
（提供元：株式会社Phone Appli）

【Incubate Block  テキストマイニング】
顧客接点のデジタル化が進み、お客様の声のデータは大量に
蓄積できるようになりました。本サービスは、弊社のBPOサー
ビスで培った独自のテキスト分析ノウハウと、日本語独自のニュ
アンスを理解する分析エンジンを使用し、データに埋もれた有
益な情報を見つけ出すサービスです。製造業様では、新規サー
ビス開発のヒント発掘、不具合やトラブルの早期発見、コンタ
クトセンターのFAQ精度向上にご活用いただいております。
（提供元：株式会社アグレックス）

https://jp.medallia.com/customers/mercedes-benz/
https://jp.medallia.com/?_ga=2.229612501.893849969.1623401653-1970128066.1623401653
https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3000000B51KxEAJ
https://phoneappli.net/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000G0yQgUAJ
https://www.agrex.co.jp/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3u00000MRiDdEAL


【SmartVisca】
名刺情報を正確にデジタル化し、Salesforce上での名刺管理の
実現に加え、リードや取引先責任者へのコンタクト情報のスムー
ズな連携を実現するSalesforceを活用するためのクラウド名刺
デジタル化サービスです。
 »東芝デバイス＆ストレージ株式会社様 事例 

（提供元：株式会社サンブリッジ）

★各アプリのロゴをクリックするとアプリの詳細ページをご覧いただけます。

【Sansan】
データ統合から、マーケティングを加速する。Sansanの
Salesforce連携。名刺のスキャン、オンライン名刺の登録をす
るだけで、すべての出会いを企業の資産に変える、精度99.9％
の「AI名刺管理」。Sansanの名刺情報をSalesforceに正しく
連携し、情報の正規化、リッチ化を行うことにより「さらに使
えるデータに進化」。名刺をはじめとしたあらゆる「顧客データ」
を連携することで､働き方を変え、企業の成長を後押しします。
 »NECソリューションイノベータ株式会社様 事例 

（提供元：Sansan株式会社）

https://www.sunbridge.com/casestudies/toshiba_device_and_storage/
https://products.sunbridge.com/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3000000B5aquEAB
https://jp.sansan.com/case/nec-soln/
https://jp.sansan.com/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FeF3OUAV


【bellFace for Salesforce】
導入社数国内NO.1のオンライン営業システム『bellFace』と
『Salesforce』を連携させるアプリです。それぞれが保有するデー
タを相互連携可能へ。連携することで下記メリットを提供致し
ます。 ・オンライン商談の活動記録の入力工数削減 ・商談内容
を自動保存し、データ分析を可能へ ・ブラックボックスだったリ
アルな商談データをナレッジシェアする事で、新入社員の早期
育成や組織全体の案件化率・クロージング率向上といった事が
可能へ
 »日本青銅株式会社様 事例
（提供元：ベルフェイス株式会社）

【Incubate Block】
営業活動において課題、問題点などを抱えていませんか？
Incubate Blockではルート営業や代理店営業等における活
動計画から活動報告、部下の活動把握やフィードバックまで
PDCAをより簡単に回すことができます。製造業やその他さまざ
まな業種のお客様に多数ご利用いただいており、Salesforceを
もっと効果的に活用し、営業業務のDX化をサポートいたします。
 »マツダ株式会社様 事例
（提供元：株式会社アグレックス）

★各アプリのロゴをクリックするとアプリの詳細ページをご覧いただけます。

営業
営業組織の絶え間ない進化と業務効率化は、マーケット拡大に寄与します。
これらのアプリは、お客様が革新的な営業スタイルを確立していただくことをお約束します。

【Enablement App】
営業「成果」と「育成」をつなぎ、営業能力を最大化させ
る “Sales Enablement” のためのアプリケーション。Sales 
Enablementとは、「営業成果を継続的に出し続けるための組
織・人材開発」です。このアプリを使用することで、営業成果
を起点に営業組織や人材育成施策を抽出し、結果的に営業成
果に至ったかを検証し、次の育成施策を明確にするまでの一連
の仕組みを実現することができます。
（提供元：株式会社アールスクエア・アンド・カンパニー）

https://casestudy.bell-face.com/nihonseidou/
https://corp.bell-face.com/
https://www.agrex.co.jp/page/salesforceCasestudy
https://www.agrex.co.jp/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000DvNvUUAV
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000EOCwXUAX
https://www.r2-company.com/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3u00000OMqmZEAT


【UPWARD】
UPWARDは製造業の営業現場の皆様が活用するモバイルSFA
として、トップの実績を持つサービスです。クボタ、ダイハツといっ
た約300社の導入実績をもとに、現場の効率化・モチベーティ
ングをしながら「攻め・守り」を両立し、売上成長を実現します。
優良顧客向けの営業のフォローは抜け漏れをなくしつつ、徹底
的に効率化をし、休眠・取引量減傾向、新規顧客に一歩でも
現場の方の足を向けるための仕組みを構築します。
 »株式会社クボタ様 事例 

（提供元：UPWARD株式会社）

★各アプリのロゴをクリックするとアプリの詳細ページをご覧いただけます。

お客様の声
お客様の課題が複雑な中で、よりお客様との接触頻度を増やす必要がありました。UPWARDを導入
することで、①場所を問わずお客様との活動履歴を入力でき、②位置情報を活用することで現場に近
い営業をアサインすることでお客様をお待たせすることがなくなった、③最後にお客様の活動状況を地
図に可視化することで効率よくお客様へ訪問できるようになりました。

【Mashmatrix Sheet】
Mashmatrix Sheetは製造業での個別受注における煩雑な見積
作成にとても効果的です。受注部品の種別や各種オプションな
ど、すべてExcelのようなスプレッドシート形式の画面からコピー
＆ペーストで一括入力が可能。現場のストレスなくSalesforce
中心の営業プロセス管理を導入できます。
 »大同工機株式会社様 事例 

（提供元：株式会社マッシュマトリックス）

https://go.upward.jp/interview_kubota
https://go.upward.jp/UPWARD
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N30000009wvDNEAY
https://www.mashmatrix.co.jp/case/05_daidomachines/
https://www.mashmatrix.co.jp/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3000000Dpu0vEAB


【ソアスク】
ソアスクはサブスクリプションビジネスに対応した販売管理サー
ビスです。見積から受注＞契約＞請求までをSalesforce上で管
理し、MRRやチャーンレートなど重要指標の可視化まで実現し
ます。産業機械や医療製品の保守、消耗品などモノのサービス
提供からIoTサービスなど多種多様なビジネスモデルに対応。
ビジネスの変化に伴い複雑化する課金体系や契約管理、請求
管理を簡素化し売上成長を支える仕組みを提供します。
（提供元：株式会社オプロ）

【Growwwing】
Growwwing（グローウィング）は、サブスクリプションビジネ
スにおける「LTVの最大化」を実現するためのカスタマーサクセ
ス活動を管理・支援するプラットフォームです。IoT機器などの
各種サービスの情報を連携させることでデータドリブンなカスタ
マーサクセス活動を実現し、解約率を低減し売上を最大化させ
ます。コニカミノルタ様にも採用頂いており顧客情報の一元管
理とデータに基づくオペレーションによる社内/顧客双方のDX
に活用頂いています。
 »コニカミノルタ株式会社様 事例
（提供元：株式会社ユニリタ）

R : 84
G : 194
B : 240

K : 65★各アプリのロゴをクリックするとアプリの詳細ページをご覧いただけます。

受注管理
日々発生する見積・受注処理。複雑な処理で営業チームがお客様活動に掛ける時間が少なくなっていませんか？
Salesforceをもっと使いやすくするツールをご提案します。

https://www.opro.net/index.html
https://www.growwwing.jp
https://www.growwwing.jp/index.html
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FYg2XUAT
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3u00000MBdbVEAT


【Overcast】
Overcastは一般的に必要とされるSAP連携要件の80％をpre-
builtされた連携コンポーネントとして提供し、残りの連携もわ
ずかな時間で構築できます。どんなバックエンドシステムに対し
てもあらゆるタイプの連携を構築できるパワフルな連携プラット
フォームです。例えば、Salesforceの画面でSAP の注文履歴と
出荷状況を確認したり、SAPの価格設定と在庫状況に基づいて
見積や注文を作成したりすることができます。
 »Overcast導入企業様 事例
（提供元：Vigience株式会社）

【Zuora Quotes】
Zuoraは、製造業が従来のプロダクト販売からサブスクリプショ
ン（リカーリング）モデルのビジネスを始める上で必須となるビ
ジネス基盤をSaaSで提供しています。従来のERPやCRMでは
対応できない、サブスクリプション・ビジネスのプライシング、
見積、契約管理、請求、決済、回収、売上集計、レポート・
分析の機能領域を一気通貫でカバーし、新規顧客獲得、アッ
プセル・クロスセルの強化、解約防止による収益向上と業務自
動化を実現します。
 »株式会社リコー様 事例
（提供元：Zuora Japan株式会社）

★各アプリのロゴをクリックするとアプリの詳細ページをご覧いただけます。

https://www.vigience.com/vigience-overcast-customer-case-j.pdf
https://www.vigience.jp/
http://info.zuora.com/rs/602-QGZ-447/images/Zuora_JP_Ricoh_referencel.pdf
https://jp.zuora.com/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FR67JUAT
https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3000000171aEEAQ


【CORESSA】
CORRESSAはプロジェクトに係る企業間のコミュニケーション
を円滑にするためのプロジェクトコラボレーション基盤です。複
数会社間で伝えるべき情報を確実に伝えて、納期遅延やコスト
アップに繋がる設計変更や作業の手戻り、トラブルを防ぎます。
（提供元：株式会社シーエムプラス）

【Rootstock】
Rootstock ERPは、Salesforceプラットフォームで稼働する
Cloud ERPのリーディングブランドです。統合型ERPシステムと
して、受注～MRP～購買～在庫～製造～出荷領域の業務管理
を行う「ロジスティクス系モジュール」と財務会計＆管理会計
を担う「会計モジュール」の2モジュールで構成されています。
製造会社を中心に、セールス＆サービス会社、物流会社等で多
くの導入実績があります。 
 »Rootstock導入企業様 事例
（提供元：株式会社Rootstock Japan）

★各アプリのロゴをクリックするとアプリの詳細ページをご覧いただけます。

生産管理
サイロ化された企業内の情報を共有化し、営業と生産がスムーズにコミュニケーションを行うことで、
組織全体が需要変化に素早く対応できる即応性をもたらします。

https://cm-plus.co.jp/
https://www.rootstock.com/jp/customers/
https://www.rootstock.com/jp/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000EiWjgUAF
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3u00000OMWVREA5


【Shared Budget】
Shared Burgetは、Sales Cloud商談管理とスムーズに連携す
る営業予実管理サービスです。機器販売の売上はもちろん、製
品保守のようなサブスクリプションモデルの売上にも対応し、製
造業界にける予実管理のニーズを網羅しています。予算、売上
は顧客、商品、新規/既存単位など、ニーズに合わせた形で管
理することが可能となり、売上の不足している領域を見える化し、
最適な営業戦略の立案を実現します。
（提供元：株式会社 ケイズコーポレーション）

【UM工程進捗】
UM工程進捗は製造指示、実績登録、進捗管理など、製造現
場の情報をスマホ・タブレットで簡単に管理することができるク
ラウドシステムです。製造現場で必要な作業指示書やQC工程
表をスマホから確認できるため、現場のペーパーレス化に役立
ちます。製造実績は音声・手書き・バーコードを用いた簡単操
作で登録可能です。クラウドシステムのため、外注先との情報
連携や、外部倉庫の実績管理も簡単に行うことができます。
（提供元：株式会社シナプスイノベーション）

【Supplier Risk MT】
外部委託先に関連するセキュリティリスクの体系的な管理、可
視化、コミュニケーションを支援するアプリケーションです。チェッ
クシートの回収や集計という煩雑な作業をツールにより効率化。
委託業務内容や再委託関係、チェックシートの回答内容まで情
報を一元管理できます。注視すべき委託先とそのセキュリティリ
スクレベルを可視化し実効性のある外部委託先リスクマネジメ
ントへの高度化を支援します。
（提供元：株式会社GRCS）

★各アプリのロゴをクリックするとアプリの詳細ページをご覧いただけます。

Date : ���� - �� - ��安田企画Shared Budget ロゴ

Futura PT - Light

https://keizu.co.jp/
https://www.synapse-i.jp/
https://www.grcs.co.jp/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3u00000PFn5sEAD
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3u00000MSMMpEAP
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000EdIZJUA3


【AppsME】
AppsME（アップスエムイー）は、製造や生産現場における検
査記録や報告を効率化するモバイルアプリです。紙運用で課題
となっている「記録・報告内容のデータ化」をモバイル端末か
らダイレクトにSalesforceに保存できます。入力フォームを自由
にデザインできるため、見た目の変更による現場の混乱が少な
くスムーズに現場に定着します。モバイル端末の利便性を活かし、
手書きサインやカメラ機能によるエビデンスを残した業務にも最
適です。
（提供元：株式会社オプロ）

【Asset 360 for Salesforce】
ServiceMaxはフィールドサービスソリューション業界のグロー
バルリーダーです。Asset 360はSalesforce社とServiceMax社
が共同開発し2020年に発表した製造業向けのフィールドサー
ビスソリューションです。ServiceMax社が約500社以上に展
開してきた、納入機器管理の様々な仕組みが標準機能として
Salesforce 上で実装可能となります。納入機器の情報を有効活
用し、フィールドサービスの改革を考えている企業様は必見です。
 »CAREL Inc.様事例
（提供元：ServiceMax, Inc.）
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【Enterprise Risk MT】
全社的リスクマネジメントを支援するアプリケーションです。デー
タ量に関わらず多数のリスク情報をツール上で体系的に管理す
ることで多角的なリスク分析と可視化を可能にします。作業効
率化に加え、潜在的なリスクの表面化や対策の進捗状況の可
視化も可能です。有価証券報告書への具体的なリスク情報の開
示、および経営陣と現場のリスク･コミュニケーションの充実・
円滑化を支援します。
（提供元：株式会社GRCS）
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★各アプリのロゴをクリックするとアプリの詳細ページをご覧いただけます。

品質保証
製造業にとって最も大事な"ものづくり力"。要求された品質を満たす製品をいかに効率的に作っていくか。
情報を組織内の隅々まで行き渡らせ、"ものづくり力"の向上を支援します。

https://www.opro.net/index.html
https://diginomica.com/carel-applies-control-tower-approach-global-services-business-servicemax
https://www.servicemax.com/jp
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000E1kjOUAR
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3u00000PGLlnEAH
https://www.grcs.co.jp/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FOzpxUAD


【Teachme Biz for Salesforce】
Salesforce管理者が時間を取られる社内教育・問い合わせ対
応負担を減らし、Salesforce定着までのスピードを高めます。
わかりやすいマニュアルを簡単に作れて、それをトレーニングコー
スに組み込んだり、閲覧状況も可視化できます。ユーザーは
いま開いているSalesforceの画面に合わせたマニュアルを表示
できるため、自分で疑問を解決しやすくなり、社内教育時間を
75%削減できた事例も。
 »Mipox株式会社様事例 

（提供元：株式会社スタディスト）

★各アプリのロゴをクリックするとアプリの詳細ページをご覧いただけます。

【UMリモート監査】
UMリモート監査は工場の遠隔監査を支援するクラウドシステム
です。 スマホ・タブレットを活用した映像によるリモート監査で、
直接訪問によりかかっていた出張・交通費や人件費を大幅に削
減します。監査スケジュール管理やステータス管理、報告書の
自動作成など監査業務の効率化を実現するための機能が揃って
います。さらに、写真や録画データをクラウド上に保管するため、
監査履歴の管理にも役立ちます。
（提供元：株式会社シナプスイノベーション）

お客様の声
Teachme Biz for Salesforce は Salesforce 上でマニュアルが表示されるので、より説明しやすく、
説明できていなかった部分まで説明を加えられるようになりました。また Salesforce 上でタブを
切り替えていくとそれに合ったマニュアルに切り替わる。一体感があっていいなと思いました。  

また、マニュアルにたどり着くスピードもあがりました。分からないことに対する確認がスピーディーに
なるので、作業の時短とともに、作業クオリティの向上にもつながっています。

https://biz.teachme.jp/casestudy/mipox-for-salesforce/
https://studist.jp/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FMWDTUA5
https://www.synapse-i.jp/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3u00000ONumbEAD


【ANDPAD for Salesforce】
Salesforceと施工管理アプリANDPAD が双方向に連携、
顧客管理から現場の工期の進捗状況まで一元管理が可能。
ANDPAD for Salesforceは、顧客・営業管理、契約状況管理
に加え、現場の着工から引渡まで工期の進捗状況をシームレス
に運用可能にします。情報管理を一元化することで、社内共有、
連携の時間を削減できます。
（提供元：株式会社アンドパッド）

【BlueSheep】
Blue Sheepは、見積り時の商品組み合わせ登録から、機器の
設置・導入、アフターサポートによるバージョンアップやリプレー
ス提案まで、顧客/設置場所を中心にEnd to Endで構成情報
を一元管理し、最適なセールス提案やアフターサービスを実現。
Sales Cloud、Service Cloudと連携し、ITIL®準拠のサービス
マネジメントをSalesforce上に構築。
（提供元：株式会社ビーエスピーソリューションズ）

★各アプリのロゴをクリックするとアプリの詳細ページをご覧いただけます。

保守メンテナンス
製造業において保守サービスのビジネス化は急務。生産設備やお客様への納品物。
双方へのサービス業務をしっかり管理できるアプリをご提供します。

https://andpad.co.jp/
https://www.bspsol.com/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FYvn7UAD
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000GBgOFUA1


【LMIS】
LMISはヘルプデスク機能を中心としたサービスマネジメントプラッ
トフォームです。顧客に提供するサービスを適切にマネジメントし、
サービスによる課題解決と継続的なカイゼンを実現します。プラッ
トフォームとして、十分な機能と柔軟性を備え、サブスクリプショ
ン形式でサービスを提供しています。LMISは、サービスマネジ
メントの考え方を広げ、様々な業務への活用を進めます。BtoB
サービスのビジネスモデルにも応用でき、プロセス・構成情報・
顧客情報の一元管理は、顧客満足度を向上させます。
 »製造業お客様事例 

（提供元：株式会社ユニリタ）

【eServ】
設備保全管理業務をサポートするパッケージソフトです。20年
以上に渡り展開してきた設備保全管理システムと業務コンサルティ
ングKnow-Howが凝縮されています。
（提供元：横河ソリューションサービス株式会社）

【CSIRT MT.mss】
インシデント対応と脆弱性対応およびその評価と改善を実現す
るためのマルチテナント型セキュリティマネジメントアプリケー
ションです。CSIRTやSOCの運用に最適化したチケット・タス
ク管理と情報やナレッジ共有を実現します。実用的なプレイブッ
ク、運用フロー、メールテンプレートなどを標準実装しCSIRT
／SOC運用の高度化と工数削減を支援します。
（提供元：株式会社GRCS）
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★各アプリのロゴをクリックするとアプリの詳細ページをご覧いただけます。

https://www.lmis.jp/casestudy/tag/production
https://www.unirita.co.jp/
https://www.yokogawa.co.jp/about/yjp/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N30000003K0IREA0
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N30000004cwyjEAA
https://www.grcs.co.jp/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FP1jwUAD


【mitoco】
クラウド時代に合わせクラウドネイティブに開発された、次世代
型グループウェアです。既存のグループウェアとは一線を画 しコ
ミュニケーションの範囲を社外、モノ、コトまで拡張します。
（提供元：株式会社テラスカイ）

【Argus】
Argus GroupWare は「掲示板」「文書管理」等一般的なグルー
プウェアパッケージとなりますが、「利用企業様が独自に項目追
加できる」という大きな特徴を生かし、投稿するデータを顧客、
プロジェクト、製品等のマスタデータに紐づけて管理することが
容易にできるパッケージとなっております。マニュアル、開発計
画、プロジェクトで発生する経費等様々な情報の管理にお役立
てください。
（提供元：株式会社レッティ）

★各アプリのロゴをクリックするとアプリの詳細ページをご覧いただけます。

コラボレーション
クラウドを活用した次世代の情報管理。どこからでも働くことができる、最適な職場環境を
すべての従業員の方に提供します。

https://www.terrasky.co.jp/
https://letty.co.jp/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000DqD22UAF
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N30000009xYBnEAM


【SPA Cloud for Salesforce】
「SPA Cloud for Salesforce」は、製造現場で発生する紙文書
をOCRで読み込み、データをSalesforceに書き込むことができ
ます。同時にファイルを自動仕分けし、関連するドキュメントの
管理や検索が容易となります。Salsforceから顧客情報とメンテ
ナンス情報および文書原本を確認できるため、営業部門と製造
現場での情報連携を迅速かつシームレスに行うことが可能とな
ります。
（提供元：ウイングアーク1st株式会社）

【DocuSign eSignature Business Pro / DocuSign eSignature 
Enterprise Pro】
ドキュサインは世界で100万社以上が利用しているグローバルス
タンダードの電子署名です。日本の製造業様の場合、国内の取
引はもちろんのこと海外子会社との取引・海外のお客様との取
引で幅広く利用されています。郵送費用の削減・収入印紙代の
削減だけではなく、合意締結までの時間を大幅に削減時業務の
効率化・スピードアップが可能です。言語も44言語に対応して
おり、世界中でいつでもどこでも利用な電子署名サービスです。
 »オリンパス株式会社様 事例
（提供元：ドキュサイン・ジャパン株式会社）

eSignature
for Salesforce

★各アプリのロゴをクリックするとアプリの詳細ページをご覧いただけます。

文書管理
業務を重ねるごとに積み重なる書類の山。帳票を電子化し、業務プロセスを革新し、
お客様に新しい価値を提供するお手伝いを致します。

【SVF Cloud for Salesforce】
「SVF Cloud for Salesforce」は、導入実績28,000社を超える
SVFをSalesforceに完全対応させた帳票クラウドサービスです。
既存のPDF帳票をそのまま取り込めるほか、専用の無料アドイ
ン機能でExcel上でも帳票を設計できるため、誰でも簡単に複
雑な帳票を作成可能です。指定プリンタへの直接印刷もサポー
トしており、Salesforce画面から1クリックでの印刷が可能です。

 »AGC株式会社様 事例
（提供元：ウイングアーク1st株式会社）

https://www.wingarc.com/
https://get.docusign.com/LP=1123
https://www.docusign.jp/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FMaf4UAD
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000DqDXFUA3
https://www.wingarc.com/product/usecase/209.html
https://www.wingarc.com/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N30000000qE4JEAU


★各アプリのロゴをクリックするとアプリの詳細ページをご覧いただけます。

… and more!
既出のカテゴリにはあてはまらないものの、製造業でもお役に立つアプリをまだまだご紹介します。

【F-Secure Cloud Protection for Salesforce】
本製品は Salesforce 環境にアップロードされるファイルのマルウェ
アチェックとChatter, E-mail で送付される URLの安全性チェッ
ク機能を提供致します。Salesforce 環境とのクラウド間連携に
よりセキュリティチェックを実施するため、追加のハードウェア
やサードパーティーソフトを必要とせず、世界中の大規模製造
業ユーザ様、Webサービス事業者様等にご導入頂いています。
（提供元：エフセキュア株式会社）

【Dialpad for Salesforce】
Dialpadはクラウド型のビジネス電話システムです。音声・ビデ
オ通話、メッセージや各種ツールとの連携、通話分析でコミュ
ニケーションを豊かにし、7万社以上の業務改革を推進してき
ました。製造業のお客さまでは、拠点のPBXの置き換えや部署
単位でも導入いただいております。リモートワークをはじめ、海
外駐在員とのコミュニケーション（会社間での通話料金は無料）
等で活用いただく等、業務効率向上に繋がっています。
 »  IMV株式会社様 事例
 »株式会社アイエスエンジニアリング様 事例 

（提供元：Dialpad Japan）

https://www.f-secure.com/jp-ja
https://japan.blog.dialpad.com/blog/customer-story/imv
https://japan.blog.dialpad.com/blog/customer-story/isengineering
https://www.dialpad.co.jp/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000EJGqnUAH
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000EJlG0UAL


【Cariot】
クルマとSalesforceをつなげ、走行の履歴情報を「見える化」、 
車両管理における「コンプライアンス強化」「安全性向上」「コ
スト削減」「業務の効率化」のお手伝いするリアルタイム車両管
理アプリです。
（提供元：株式会社フレクト）

【TeamSpirit】
働き方改革プラットフォーム「TeamSpirit」は勤怠管理、工数
管理、経費精算、電子稟議、社内SNS、カレンダーなど、社
内業務を一元化したクラウドサービスです。PCやスマホ、ICカー
ド等での打刻や英語対応のほか、変形労働制やフレックスタイ
ム制、シフト制などの製造業における多種多様な勤務体系に対
応しています。また、36協定や法令改正に随時対応し、定めら
れている労働時間や有給に対する過不足時間や残日数を自動集
計・可視化できるので、内部統制の強化や生産性の向上に繋
がる効果的なタイムマネジメントを可能にします。
（提供元：株式会社チームスピリット）PANTONE 313C
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★各アプリのロゴをクリックするとアプリの詳細ページをご覧いただけます。

https://www.flect.co.jp/
https://www.teamspirit.com/ja-jp/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000DvIBmUAN
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N30000003J6KhEAK


APP GUIDE #製造

AppExchangeでは、
お客様の業務に役立つアプリを掲載中！

今すぐAppExchangeサイトへ

AppExchange 検索


