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デジタル活用で変わる
営業プロセス

セールスのオンライン化が加速しています。
営業プロセスにおいては、セールステック（Sales Tech）が普及したことで、
営業手法の仕組み化が進み、なかでも非対面コミュニケーションを可能にする

Web会議システムは必須ツールとなり、オンライン商談での動画活用、
ウェビナーの浸透など、セールスの効率は飛躍的に上がりました。

本特集では、トッパンのデジタルセールス支援施策をご紹介します。

Special 
Feature



企業分析 リード情報取得 問い合わせ ナーチャリング
（顧客育成） 提案 クロージング

●サードパーティ
　企業情報サービス
　による顧客分析

●セールスサイトの
　立ち上げ
●セミナーの
　定期開催
●Webサイトの
　記事やホワイト
　ペーパーによる
　情報発信

●ニーズや課題が
　顕在化した
　企業からの
　Webサイトへの
　問い合わせ

●MAを活用した
　顧客別メール配信
●ナーチャリング
　セミナーの開催
●インサイド
　セールスによる
　ニーズや
　課題把握

●ニーズや課題が
　顕在化している
　企業にのみ
　ピンポイントで
　提案

●受注契約

企業分析 アポイントメント 顧客訪問 提案 クロージング

●新聞や雑誌、
　Webサイト閲覧
　による情報収集

●セミナーや
　イベントで
　取得した名刺への
　アプローチ
●電話やメールでの
　アプローチ

●既存顧客・
　潜在顧客への
　企業訪問
 （連絡可能な
　企業のみ）

●ヒアリングによる
　顧客のニーズや
　課題把握

●ニーズや課題の
　顕在化
●仮説を立て
　既存部署や担当に
　多種多様の提案

●受注契約

マーケティング セールス

ニーズや
課題把握

すべてのプロセスを営業部門のみが属人的に対応これまでの営業活動

マーケティング施策により育成・選別された顧客のみ営業部門が対応デジタルを活かした営業活動(一例)

　新規顧客の開拓は、いつの時代も規模や業種を問わず、企
業にとって大きな経営課題です。たとえば中小企業においては、
全体の7割弱が「営業・販路開拓」を重要な経営課題として 
捉えているデータがあります（中小企業庁『2021年版 小規模 
企業白書』より）。
　これまでの営業活動では、紹介・セミナー等で得られた接点
や電話・メールを足がかりに早期のアプローチを行い、顧客
訪問やニーズ・課題の把握へとつなげていました。しかし 

インターネットが一般化した現代では、オンラインで事前に
リサーチ・選定のうえサービスの導入を決めるなど、顧客の
購買行動が劇的に変化。従来のようなリード獲得の手法が通
用しにくくなっています。
　このように、顧客の意思決定のスピードの変化に伴い、当
然ながら営業活動における対応スピードも変化せざるを得ま
せん。そこで注目されているのが、「デジタルセールス」を活
用した営業プロセスの効率化です。

従来の営業活動は、顧客のもとに足しげく通い、コミュニケーションを深めながら商機につなげていました。
しかし、テクノロジーの進歩と社会基盤の整備によって営業を取り巻く環境は変化し続けており、
新たなデジタル手法による営業スタイルが求められています。
そしてこの「セールスにおけるデジタル活用」には、営業活動にとって多様なメリットがあります。

新規顧客の開拓の難しさは、多くの企業に共通する悩み

「デジタルセールス」で変わる、  新しい営業プロセス

新規営業活動における販売プロセスの変化

組織・営業・顧客にもたらされる多くのメリット

4



企業分析 リード情報取得 問い合わせ ナーチャリング
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ニーズや
課題把握

すべてのプロセスを営業部門のみが属人的に対応これまでの営業活動

マーケティング施策により育成・選別された顧客のみ営業部門が対応デジタルを活かした営業活動(一例)

　本特集では、デジタルマーケティング手法を用いたデータ 
ドリブンな営業活動の実践を「デジタルセールス」といいます。
その一つであるMA（マーケティングオートメーション）は顧客
の購買行動などをデータ化する支援システムで、適切なタイ
ミングで顧客アプローチを可能にするほか、企業分析や情報
発信などの活動の自動化にも貢献します。このMAに顧客管理
システムやCRM（カスタマーリレーションシップマネジメント）
といった支援ツールを連携することでリードを一元管理できる

　トッパンでは2021年度から始まった
中長期経営計画の中で経営基盤強化を
重点施策の一つとして策定し、自社内
の営業改革に取り組んでいます。その
背景には、デジタル化による顧客の購
買行動の変化、さらにはコロナ禍にお
ける企業活動のリモート・オンライン
化の加速などがあります。一方、情報
系のサービスは300以上のソリューショ
ン・サービスがあり、顧客の課題の複
雑化なども相まって販売の難易度が上
がっています。また、ビジネス環境を
はじめ世の中がめまぐるしく変化する
なかで、営業の属人化による弊害が顕
在化するといった課題もありました。
　こうした状況を踏まえ、トッパンで

ようになります。これによりセールス全体の生産性が大きく
向上するほか、営業個人にとっても工数削減による成果アップ
というメリットが生まれます。
　このように、従来の営業活動（フィールドセールス）にセー
ルステックを組み合わせる手法は、中長期的に見てもさまざ
まな好循環が見込まれ、ひいては顧客満足度の上昇にもつな
がる点で組織・営業・顧客の「Win-Win-Win」を実現する 
重要な鍵になっています。

は創注型ビジネスモデルを構築すべく、
「創注×DX」をテーマに営業改革を進め
ています。具体的には、創注を目的と
したWebサイトやウェビナーなどを活
用して顧客の潜在課題を発掘し案件化
につなげたり、Webサイトを使った顧
客行動の情報収集や誘引することなど
が挙げられます。同時に、営業支援ツー
ルや名刺管理、MAツールとの連携も
推進中です。
　最新のデジタル技術やITツールを 
駆使しながら営業活動の効率化とノウ
ハウの共有を行い、トッパンの最大の
強みである人の力＝人財力との融合で
CX（カスタマーエクスペリエンス）向上
を目指す。これがトッパンの掲げる営業

改革の基本です。デジタルセールスと
フィールドセールスの活動は、その役
割や手法は違うものの、顧客の利益を
追求する目的は同じ。今後もそれぞれ
の強みを活かしてデータドリブンな創注
型セールスを実践し、顧客満足度アップ
や新規顧客の開拓に注力していきます。

マーケティング支援ツールの活用により、リードの一元的な管理を図る

人財力とデジタルの融合。
「創注型ビジネス※モデル」でCX向上を目指すトッパン

荒瀬 玲子

凸版印刷株式会社
情報コミュニケーション
事業本部
事業戦略本部
デジタルセールス推進部
部長

Interview

「デジタルセールス」で変わる、  新しい営業プロセス

※ 創注型ビジネス：顧客に対し、営業自らが課題を
発掘し、案件化させるビジネスプロセスの確立の
こと。
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Webコンテンツの運用が
うまくいかず、

成果が上がっていない。
業務負担も課題だ

デジタル施策ライン  アップ
顧客と心地よい関係を構築するための近道は、まず相手    を知ることから

集客支援の課題

Webキャンペーンの
ノウハウがない…

参加者同士が
一体感を感じられる

オンラインイベントは
ないかな？

Webサイトの
多言語化が急務だ

課題・お悩み別

動画配信をしたいが
スキル不足であり、
予算も限られている

SNSの
プロモーションで

おもしろそうな施策は
ないかな？

06 GX LIVE™

02 movringR01 WEBサポート
デスク

03 キャンラボ
ASP

（P.9）

04 WOVN.io

（P.10）

05 SNSマンガ   

（P.11）

（P.10）

（P.8）

（P.11）
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お客さまの
問い合わせ対応による
業務負荷を減らしたい

デジタル施策ライン  アップ
顧客と心地よい関係を構築するための近道は、まず相手    を知ることから これまで多種多様な業界・業態のお客さまを支援してきたトッパンは、

さまざまなビジネスにおける顧客理解を得意としています。
日頃ご担当者さまが抱えている課題・お悩みを理解することも大事なセールス活動です。
ここからは、代表的なマーケティング課題の解決策として、デジタル施策※をご提案します。

営業支援の課題 顧客分析の課題

�※�デジタル施策：サービスサイトやオウンドメディア、ブログなどのWebコンテンツのほか、SEO、Web広告、MA、
SFA/CRMなどの各種デジタルツールの総称。

属人化している営業スキルを
組織全体で再現するには
どうすればよいだろう？

お客さまごとに
最適で効率の良い

プロモーション施策を
検討中だ

08 AIチャットボット
ソリューション

07 SALAD-BAR

（P.12） 09 スコアリングエンジン
「KAIDEL」 

（P.15）

（P.14）
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集
客
支
援

01

WEB
サポート
デスク

戦略策定

施策立案

分析・レポート

ナレッジ共有

個店対応窓口

本部

集合研修実施

問い合わせサポート

監視代行

分析・レポート

制作・登録代行

個店

WEBサポートデスク
　顧客との接点が多様化する中、デジタルマーケティングの
ご担当者は「業務負荷が高く、更新が滞っている」「各店舗に
Web施策を任せているが、クオリティにバラつきがある」�
などの課題でお困りかと思います。
　「WEBサポートデスク」は、Webマーケティング施策の全
体最適から、企業やブランド販促のクオリティ担保、各部門
へのナレッジ強化・運用支援まで、幅広い領域をワンストッ
プで支援するデジタル販促トータルサービスです。Web戦略

の設計を通して、あらゆるチャネルのマーケティング施策全
体を最適化したPDCAサイクルを構築。また、初期の検討段
階からシステム設計（CMS等）などの運用面も十分考慮し、各
部門のご担当者向けには、ナレッジ共有のほか、業務負荷軽
減のための作業代行も実施しています。
　これらのWeb戦略は、SNSや広告、オウンドメディアなど
各領域のプランナーのほか、制作や運用の専任オペレーター
らによるスペシャリストチームが担います。

各チャネルと紙媒体・店頭とのスムーズ
なコンテンツ連携や、MA・DMP等の
Webマーケティング総合支援も可能。

詳しくは
こちらから

BtoB事業向け

BtoC事業向け

Webサイト
・

SNS運用

公式LINE

Facebook

ECサイト

オウンドメディア

公式HP

Facebook／Instagram／Twitter／LINE公式／LINE@／
Google広告／Yahoo!広告／YouTube／Shufoo!／
Webサイト（CMS）／メールマガジン

サポートチャネルはこちら

本部および各店舗のWeb担当者への制作・運用支援
Owned（所有）/Paid（有料）/Earned（SNS等）のトリプル�

メディア運用を総合的に支援。

本部から顧客へ一括で情報発信をしていた。各店舗担当者
が、主体的にWeb運用できるサポート体制の構築が必要だった。

問い合わせ対応を含むデジタルマーケティング運用サポー
トにより、コンテンツ供給、制作支援、店舗ごとのSNS立ち上げ、
店舗スタッフへの勉強会の実施、Web広告・SNS広告の出稿管理
運用の実行など、各店舗主導の情報発信に転換できた。

CASE｜百貨店業界

概要

導入前

導入後

▶本部と個店それぞれに、デジタル販促でサポート ▶マルチチャネルでサポート

あらゆるデジタル販促を受託
戦略策定と運用を強みにマルチチャネルで対応
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集
客
支
援

02

●オウンドメディア
●Web広告 

●商談資料
●媒体資料

●オウンドメディア
●メールマガジン
●店頭サイネージ

●会社・学校案内
●求人情報

●YouTube
●Web広告
●Web純広告
●SNS広告
●アドネットワーク
●トッパン独自メディア「Shufoo!」出稿

販促広報 広告

営業 ●マニュアル動画
●操作説明教育

ブラン
ディング 採用

　動画は、圧倒的な情報量と音声・視覚表現により印象に残り
やすいため、「社内教育」「商談」「プレゼンテーション」などさま
ざまなシーンで活用されています。しかし、制作に対するハー
ドルが高いと悩まれるご担当者も多く、実際、予算や工数の
多さが原因で、活用が遅れているといった声も耳にします。
　動画コミュニケーションサービス「movring®」なら、チラシ
やカタログなどの販促物や営業資料といった企業が持つ既存
の素材を活用してスピーディに高品質な動画を作成することが

可能なので、制作へのハードルは低いといえます。作成後も、
目的や用途に合わせたメディアプランニングで動画の配信・�
効果検証まで質の高い運用を実現します。制作環境はトッパン
内なので、非公開の機密情報も万全の対策を行っています。
　2021年10月には、より伝わりやすい動画を提供するために、
動画のテキストを、特定の声優やアナウンサー等のオリジナ
ル音声によって読み上げることができる「オリジナル音声合成
機能」など3つの機能が拡張されました。

movring® （モブリン）

販促物や営業資料、会社・学校案内、
業務マニュアル、取扱説明書、書籍・
雑誌など、従来は動画化されていな
かったものを、既存の素材を活用し
て動画化することで、オウンドメディ
アやサイネージ、SNS、イントラネッ
トなど、さまざまなタッチポイント
に配信可能。コミュニケーションの
幅を拡大しています。

会員の満足度向上を目的としたレシピ動画施策
会員向けサービスの拡充のため、レシピ動画を公式ホーム

ページとSNSで配信。

レシピ動画の用意はなく、限られた予算の中で会員に満足
いただけるクオリティの動画を制作したいというご要望があった。

ストックしていたレシピと映像などの素材を利用した動画�
制作で、予算感と品質レベルの両方に満足いただけた。

CASE｜小売業界

コープみらい様の
動画はこちらから

BtoC事業向け

BtoB事業向け

詳しくは
こちらから

概要

導入前

レシピ動画

導入後

▶届ける目的に合わせて、プランニングから配信まで対応

驚くほど「簡単・安価・スピーディ」な
動画サービスがあります

生活協同組合 コープみらい様
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シリアルキャンペーン

レシートキャンペーン

キャンペーンサイトで
シリアルナンバーを入力

キャンペーンサイトで
レシート画像を登録

抽選で
プレゼントをGET！

1234567890

対象商品を購入して
シリアルナンバーをGET

対象商品が含まれる
レシートを用意

12345
67890

抽選で
プレゼントをGET！

自動更新・翻訳
翻訳資産を
他サイトへ
活用

サイト設計
・
制作

企画 実装
運用
・
保守

A
あ

A
あ

03

04

キャンラボASP

WOVN.io （ウォーブン・ドット アイオー）

　Webキャンペーン企画の目的は、商品の売上アップ、
認知拡大、購入者情報の取得などさまざまです。
　「キャンラボASP」は、さまざまな規模や、応募方式
に対応できるWebキャンペーンプラットフォームです。
　トッパンでは飲料・食品・日用品・化粧品メーカー
様を中心に、多彩なWebキャンペーンを「企画・設計、
販促資材制作、システム提供、施策実行、結果検証」
までワンストップで支援してきました。さらに、Web
キャンペーンで取得した顧客データのDMPへの連携、
CRM運用のご相談もお待ちしております。

　在留外国人や訪日外国人をターゲットにしている
企業や自治体のみならず、グローバルな環境で事業
を行う企業など、Webサイトの多言語化のニーズは
年々高まるばかりです。
　「WOVN.io」は、言語ごとのサイト制作費・運営費
用がかからず、43言語一括多言語化が高い精度で可
能なサービスです。これまでに18,000以上のWeb�
サイトで採用され、各社のWebサイトの多言語化を
支援してきました。特徴は、専門用語や業界特有の
単語をデータベースに蓄積していける点です。対訳
を重ねていくことで品質が向上し、個社ごとの専門用
語集を更新していくことができます。

従来は、複数言語に対応させるために、言語ごとのシステム開発が必要。しかし、
WOVN.ioを利用すると、元言語さえ運用すればよいので、言語別開発が不要と
なり、運用は自動化されます。

集客に直結する情報を随時更新できる点が好評

CASE｜レジャー施設業界

多言語ページは施設情報のみの掲載。運用費用やリソース
不足により、イベント情報や営業体制の変更など情報発信ができて
いなかった。

Webページを自動生成できるため、手間をかけずに運用可
能に。また、言語ごとに情報や画像の変更もできるため、活用い
ただいている。

単語登録機能で、駅名や専門用語を正しく表示
インバウンドの顧客向けに多言語で運行情報を提供する必

要があり、多岐にわたる事象や専門用語をリアルタイムで翻訳する
仕組みの構築が必要であった。

専門用語や駅名などを単語登録したうえで自動翻訳できる�
ため、リアルタイムで多言語による情報配信ができるようになり、
その点を評価いただいた。

BtoB事業向け

BtoC事業向け

BtoC事業向け

BtoB事業向け

導入前 導入前

導入後 導入後

CASE｜鉄道業界 東武鉄道株式会社様株式会社横浜八景島様

▶Webキャンペーンにおける主要な応募方式

詳しくは
こちらから

詳しくは
こちらから

500件以上の実績に基づくノウハウで
Webキャンペーンをバックアップします

1言語のWebサイトがあれば
簡単に多言語サイトを生成できます
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臨場感をUP
「GX PUSH !™」を活用し、

参加者の共感を
配信画面に反映

リアルイベントで
培われた

さまざまな手法の
コンテンツを
組み合わせ提供

リアル／オンライン
どちらも対応可能
●見る　●触れる
●聴く　●香る

●味わう

●イベント会場から
●自宅でPCから　
●外出先でスマホから

共感の共有拡大

「GXスコアリング®」によって情緒的価値を
評価･分析し、次回へフィードバック

効果検証

ReactionAction

リアル／オンライン
問わず共感を共有

05

06

SNSマンガ

GX LIVE™ （ジー エックス ライブ）

　「GX�LIVE™」は、五感への訴求（Action）と、参加
者の反応を共有すること(Reaction)により、体験�
価値を深化させ共感を生み出すハイブリッドイベント�
ソリューションです。
　「GXスコアリングR」と連携することで、これまで�
定量的に把握することが難しかった「その体験を通じ
てどのように感じたか」という顧客の情緒的価値を�
数値化することができます。また、イベント終了後に
イベントを評価することが可能です。
　活用シーンは、印象的なプレゼンテーションが求め
られる「新商品発表会」や「PRイベント」、ファンと出
演者、ファン同士のコミュニケーションが求められる
「ファンミーティング」等を想定しています。

新サービスをターゲット層に“身近に感じてもらう”ことに成功
大音量かつ高音質のライブ・ビューイングを

はじめ、アニメや映画なども観て楽しめる映像コンテ
ンツ「みるハコ」。なかでもメインユーザーが20～40代
の女性である「RecTV�for�JOYSOUND」は、アーティスト�
のミュージックビデオが観放題のサービス。ターゲット
層への認知拡大、利用促進のためSNSマンガを活用。

CASE｜エンターテインメント業界

BtoB事業向け

BtoC事業向け

BtoC事業向け

BtoB事業向け

株式会社エクシング様

詳しくは
こちらから

詳しくは
こちらから

概要 「カラオケ＝歌う
場所」という従来の概念
を覆すサービス内容が伝
わりにくいうえに、新規
サービスのため知名度
は決して高くなかった。

導入前 多数のリツイートやコメ
ント等の反響を通して、自宅で
は味わえない迫力と臨場感に
あふれた映像体験というサービ
スの価値をターゲット層に訴求。
今後ラインアップをさらに強化。

導入後

SNSクリエイターが発信する
拡散性の高いPR手法で顧客へリーチ

ハイブリッドイベントで
参加者のブランド体験を深化できます

※公式ミュージックビデオ観放題サービス「RecTV�for�JOYSOUND」は、株式会社レコチョクが提供するサービスです。�
※「レコチョク」及び「RecTV」は株式会社レコチョクの登録商標です。

　SNSマンガとは、主にTwitterやInstagramなどのSNSアカウントを通
じて発表されるマンガを指します。なかには書籍化され10万部完売する
など、ここ数年で注目が高まっています。
　「SNSマンガ」を活用したプロモーション施策では、販促内容をSNSクリ
エイターに描き下ろしてもらい、本人のアカウントで投稿します。Twitter
では1度の投稿で140文字のテキストと最大4枚の画像を投稿でき、伝え
られる情報量の多さが特徴です。また、多数のフォロワーを抱えるSNS�
クリエイターによる拡散のため、好意的なコミュニケーションが生まれや
すく、コメント欄には「使ってみたい」などのポジティブな声が並びます。
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07
SALAD-BARR（サラダバー）

デザインテンプレート
を複数登録しておく
ことで、お客さまに
合わせて選択可能。

デザイン
テンプレート機能　営業や販売・接客シーンにおいて、非対面を望ま

れるシーンが常態化しつつある昨今。「非対面セール
スをどのようにすればよいのか？」というご担当者の
悩みを解決するのが「SALAD-BARR」です。ランディ
ングページの作成方法はいたって簡単。お客さまに
届けたい商材コンテンツ（具材）をドラッグ＆ドロップ
するだけで、Webページを生成可能。営業一人ひと
りがお客さまごとに、最適な「ご提案Webページ」を
つくることができます。従来、「お客さまごとに提案
したい商材が異なるため資料作成が個別に必要だっ
たケース」などでは、業務の負担を軽減してくれる頼
れるツールとなるでしょう。
　注目したいのは、関心度が高い上位サイトや商材
の「ランキング機能」です。特にランキング機能は、�
ブラックボックス化していた個人のノウハウが組織の
「知」として共有・活用されることで、組織全体のスキ
ル向上につながります。「営業人員のセールスノウハ
ウが属人化している」といった組織課題への解決の�
一手となるはずです。

BtoB事業向け

BtoC事業向け

▶効果測定により組織全体の営業スキルを底上げ

詳しくは
こちらから

お客さまのアクセス状況や、「興味アリ」にチェックが入った商
材・サービスを把握することで、分析や改善に役立てられます。

詳細は、画像や動画、
文章で登録。

「商材・サービス」
「導入事例」

お客さまへの「特別
感」を醸成する工夫
も重要。

メッセージで、
想いをアピール

営業・販売担当者の
個性やパーソナリティ�
も重要なコンテンツ。

顔写真付きで
ご挨拶

“伝えたい情報を選んで並べるだけ”
営業支援ツールに強力な味方が新登場

顧客・お問い合わせ
管理機能
お問い合わせフォー
ムから届いた内容は
対応状況を登録可能。

12



おすすめしたい
「SALAD-BARR」

ご活用シーン

●「営業人員」「取り扱い商品」「担当社数」が多い
●営業の個性、パーソナリティが販売のカギだ
●営業スキル・ノウハウの見える化を検討中
●訪問件数 ・ 商談件数を増やしたい
●お客さま先での拡散、キーパーソンへの訴求

ニューノーマル時代の営業ツールとして。
営業活動の「見える化」にも貢献！

――「SALAD-BARR」誕生の背景には
コロナ禍の影響があったそうですね。

渡辺　はい、もともとトッパンの商材
は一見しただけではわかりづらいもの
も多く、対面でご説明する営業スタイ
ルが基本でした。しかしコロナ禍で展
示会やセミナーができなくなり、さあ
困ったと。「当たり前」を考え直す必要
に迫られました。
湯澤　そこで開発を始めたのが、非対
面でも多様な商材を提案できるような
ツールです。それまでもパワーポイン
トを使ったご提案などは行っていまし
たが、紙やメールではなくランディン
グページ（LP）という形でWeb化すれ
ば、お客さまにより見ていただきやす
くなると考え、「SALAD-BARR」が生
まれました。

――2020年6月に社内運用開始、9月
には東日本エリアに運用範囲を広げま
したが、反応はどうでしたか？

湯澤　お客さまとのコミュニケーショ
ンにつながったという感想が多かった
です。「SALAD-BARR」がアポイント
を取るきっかけになったとか、営業の
顔写真をつけたことで話題になったと
か。また、定期的に訪問できないお客
さまに『週刊◯◯（担当の名前）』として
毎週商材をお送りしたという話や、新
年のご挨拶をチームで送ったという話
もあり、私たちが予想していなかった
使われ方もありました。
渡辺　コミュニケーションの活性化は

社内でもありましたね。LPの公開時に
上長やスタッフが内容を確認する「承認
機能」によって、LPの内容に関するディ
スカッションが生まれたりしています。

――機能面も積極的にアップデートし
ているのでしょうか？

湯澤　社内アンケートやヒアリングで
の要望を受け、お客さまごとに誰が見た
か個別に確認できるような機能を加えま
した。これによって「SALAD-BARR」が
単なる営業支援ツールとしてだけでな
く、A社の反応データを見てB社の営業
に活かすといった営業活動の底上げに
も活用できると期待が高まりました。
鈴木　12月からの外販に際しては、フ
ルスクラッチで作りなおしています。
特に、送った相手の反応を詳細に確認
できるように機能を拡充。どのLPがど
れだけ反応があったかの一覧表示も可
能です。今後も柔軟に機能を追加して
いきたいと思います。
渡辺　将来的には、得意先の社名を入
れただけで最適なLPになって出てく
るようなジェネレーター※にしたいで
すね。優秀な営業の語りや提案方法は
どうしてもブラックボックス化しがち。
それらを共有できるようになるこの
ツールに価値を見出すお客さまは多い

と思います。

――最後に、お客さまに向けてのメッ
セージをお願いいたします。

鈴木　Webサイトの作成は負担も大き
いですが、「SALAD-BARR」なら知識
がなくても簡単に作れます。多くの
方々に使ってほしいですね。
湯澤　SNSにアップするような感覚で
気楽に使っていただきたいです。きっ
とコミュニケーションの助けになると
思います。
渡辺　営業がお互いの活動を知ると、
モチベーションも高まり好循環が生ま
れます。そんなお手伝いをしていきた
い。ぜひ活用していただきたいです。

営業活動のオンライン化が進む昨今において、非対面での顧客コミュニケーションの活性化につながる新ツールとして期待 
される「SALAD-BARR」。社内での運用後、2021年10月から一般提供を開始した「SALAD-BARR」がどのような経緯で 
誕生したのかなど、企画・開発に関わった東日本事業本部の渡辺、湯澤、鈴木に話を聞きました。

SALAD-BARR企画・開発担当者インタビュー

「SALAD-BARR」プロジェクトチームの皆さん。
話を聞いたのは、統括の渡辺（右から2番目）、
企画担当の湯澤（右から3番目）、開発担当の
鈴木（左から3番目）。

非対面での商材提案に加えて、
コミュニケーションの活性化も

※�ジェネレーター：プログラムの生成を行うもの
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●課題ヒアリング
●目的設定
●効果設計（KPI設定）
●AIチャットボット選定

●チャット用FAQ作成
●FAQのシナリオ化
●初期メンテナンス

●データメンテナンス
●データログ報告
●効果検証

●チャットボットのキャラクター制作
●UIデザイン

事前設計

運用／改善

デザイン制作

導入設計

　現在チャットボットは、Webサイト上での顧客体験の向上や
顧客接点におけるデジタルシフトの促進を支援するソリュー
ションとして、急速に普及。人手不足解消に止まらず、業務
効率化において大いに注目されています。
　導入を検討されるご担当者から聞かれるのは、「効果測定
を行いたい」「チャットボットを構築できる人材がいない」「ど
んなデザインにすればよいのか？」といった内容です。一方、
導入済みの企業は、「入電が減らない」「回答の精度が悪い」�

「ログを活用できない」といった運用面での課題に悩まれて�
います。
　これらの個別の課題に一つひとつ応えるのが「AIチャット
ボットソリューション」です。事前設計から運用・改善までの
各フェーズにおいて、ワンストップで対応すると同時に、�
改善したいフェーズごとに最適なサービスのご提供が可能。
拡張性においては、データベース連携により可変回答を実現
します。オリジナルキャラクターの制作もお任せください。

AIチャットボットソリューション

親しみやすいデザイン
をご提案。利用者の感
情に合わせた表現で
回答が可能なキャラク
ターデザインが好評。

BtoB事業向け

TOPPAN�Professional�Talkは、
トッパンがおすすめする
旬な情報やソリューションをお伝えする
オンラインセミナーです。
今後開催予定のセミナー情報はもちろん、
終了したセミナーについて、
開催レポートを公開しています。

「TOPPAN Professional Talk」
オンラインセミナーのご案内

https://www.toppan.co.jp/solution/seminar/

セミナー情報は
こちらからアクセス！

▶事前設計から運用の各フェーズにおいて課題解決が可能

詳しくは
こちらから

24時間365日対応の接客で
顧客満足度を高め、窓口の業務負荷も軽減 BtoC事業向け
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顧客リスト

教師データ
（顧客属性／行動履歴等）

高見込度顧客

休日／夜

平日／AM

平日･休日／AM

中見込度顧客

低見込度顧客

KAIDEL
予
測
反
応
率

高

低

スコアリングエンジン「KAIDEL （カイデル）」
　施策ご担当者なら「お客さま一人ひとりへ最適なプロモー
ションを実施し、コストを下げつつ成果を得たい」と考えるは
ずです。そのような要望に応えるのが「KAIDEL」です。顧客
データの分析・AI予測から実行・検証までの一連の工程を成
功へと導く救世主といえるでしょう。
　「KAIDEL」は、機械学習のスコアリングによりプロモーショ
ンターゲティングを実行します。①顧客データと過去の実績
を可視化し（モデル作成）、②直近の予測期間について機械学

習を用いてスコアリング（予測スコアを生成）。その後、③実
行した施策結果と予測スコアを検証のうえ、④モデルを改善
していくサイクルです。
　活用シーンは、「DM等の高コストな施策を実施する（見込
み度予測）」「顧客と複数のタッチポイントがあり、最適な�
メディアプランニングを行う（メディア最適化）」「顧客接点を
つくるタイミングを計る（タイミング最適化）」を想定してい�
ます。

施策反応率の高い顧客を
予測することで、限られ
た予算内で効率的な施策
実行を実現します。

詳しくは
こちらから

BtoB事業向け

BtoC事業向け

接点が取りやすいタイ
ミングを予測。

タイミング最適化
施策に最適なメディア
を予測。

メディア最適化
施策反応率の高い顧客
を予測。

見込み度予測

AIを活用することで新たな顧客集団から、
数千万円の売上を創出

AI活用で会員リストの中から高見込度顧客を
抽出し、DM反応率2倍を達成

CASE｜通信販売業界 CASE｜金融業界

商品販促DMを送る対象者を選定する際にRFM※で抽出して
いたが、反応率が頭打ちになっていた。
※RFM：Recency�（直近購入日）、Frequency（購入頻度）、Monetary�（購入金額）

AIを用いてさまざまなデータを対象に評価することで、従来
手法ではアプローチできなかった新たな顧客層のレスポンスを獲得。

導入前

導入後

金融商品の利用が頭打ちになっている中、DMのさらなる
成果向上が求められていた。

金融商品の新規申込みの促進を目的として、AIを活用した
ターゲティング施策を実施。会員数百万人を対象に予測金融商品�
利用率を算出し、上位者を対象にDMを送付した結果、従来よりも
約2倍の反応率だった。

導入前

導入後

▶ターゲティングによるマーケティング施策の最適化

反応率の高いターゲティングで
マーケティング施策を成功へ導きます
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F o c u s  o n  W o r k s
トッパンのお 仕 事

印刷とは何か――。解き明かした日本の
印刷博物館　『日本印刷文化史（日／英）』 『印刷博物館コレクション』

開館20周年を機に常設展の全面リニューアルを行った、印刷博物館。リニューアルと同時に、新たな学問である「印刷文化
学」を立ち上げ、『日本印刷文化史（日／英）』『印刷博物館コレクション』も刊行しました。こうした活動の経緯と意義に 
ついて、印刷博物館学芸員の川井昌太郎、式洋子に、話を聞きました。

2020年10月、印刷博物館では開館20周年を迎えるにあたり
全面的な見直しを行い、常設展を日本の印刷文化の歴史的変遷
が一望できる内容に一新しました。
「以前の展示は、活字印刷、図版印刷、大量印刷などのカテゴ
リーごとに分かれていたのですが、リニューアル後は、印刷に
関わる１つの地域の歴史を流れで追える内容にしたいと考え、
企画を検討しました。歴史といえば、グーテンベルクが15世紀
に活版印刷術を発明したことが有名ですが、印刷の歴史は、
ヨーロッパよりも中国や朝鮮など、アジアのほうがずっと古い
のです。そして現存する最古の印刷物『百万塔陀羅尼』は、実
は日本で摺られた印刷物なのです。そこで結果的に、日本の印
刷文化の歴史を、新しい常設展示のメインテーマにすることと
いたしました」（川井）

さらに、具体的な展示内容を検討するにあたり、浮かび上
がったのが、新たな学問としての「印刷文化学」の構築でし
た。印刷博物館では、「印刷文化学」を、印刷と人々との関係を
長期文化文明史的な視点から捉えなおし、関わった社会や人々
の営みを検証する、これまでになかった学問体系と定義し、博物
館全体の方向性を示す、新たなコンセプトと位置づけました。
「印刷には、宗教、政治、経済、文化など、いろいろな分野の 
学問領域が関わっています。それらを印刷の視点からとらえ、
議論を深める学問体系は、これまでありませんでした。情報 
メディアやコミュニケーションのあり方を考えていくうえで有用
な学問になると考えています」（式）

『日本印刷文化史』は、印刷博物館20年間の調査研究成果の集

「日本の印刷の通史」を一望できる常設展

「印刷文化学」の第一歩として３冊の書籍を刊行

「印刷文化学」のロゴマーク。
収蔵資料の中から「印」「刷」

「文」「化」「学」の各文字をそ
れぞれ約10種類ずつ選びだ
し、重ねて作られた。

人類の発展に大きく貢献
してきた印刷の役割や意
義を伝えることを主な目
的として、2000年10月
に 開 館 。今 回 が 初 のリ
ニューアルとなった。
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文化・歴史が学問として昇華

大成であるとともに、「印刷文化学」をベースとした最初の取り
組みとして刊行されたものです。奈良時代から現代までの歴史
的事件と印刷・出版文化の関係を、たとえば「徳川家康を中心
とする印刷・出版合戦」「戊辰戦争、そして明治政府に 
よる改革へ」といった22の章と6つのコラムで紹介しています。 
日本の印刷文化を広く海外に向けて発信していくことを目的
に、英語版も同時に刊行しました。
「当館の学芸員、司書、印刷工房インストラクターがそれぞれ
執筆を担当しました。日本における1250年の印刷の歴史を通
観でき、印刷の歴史のダイナミズムを感じていただける内容に
なったかと自負しています。日本語版については広く全国に届
けたかったので、講談社さんにご相談したところ、内容に興味
をお持ちいただき、出版元となってくださいました。おかげさ
まで、特に図書館から多くのご注文をいただいているとうか
がっています」（川井）

同時に刊行された『印刷博物館コレクション』は、『日本印刷
文化史』の姉妹編図録です。7万点以上の収蔵品の中から特に歴
史的価値のある資料を、日本の書物、西洋の書物、版画とポス
ター、印刷道具と機械の4つのカテゴリーで、美しい写真と 
ともに紹介。巻末には、英語による解説も収録しています。
「収蔵品の撮影や、色の再現性にもこだわりました。海外には 
印刷博物館ネットワークがあり、各館に送付させていただきまし
たが、非常に貴重な内容だと評価いただくと同時に、この図録を
きっかけに新たな情報をいただくこともできました。我々にとっ
て大事なコミュニケーションツールにもなっています」（式）

常設展の展示に入りきらなかった西洋の資料や、普段なかなか
展示できない貴重な資料なども豊富に収録しています。「デジタ
ル化が進んでも、印刷の基本は変わりません。今回のリニュー
アルと書籍刊行で歴史を一望することは、印刷の新たな可能性
を探ることにつながっていると感じています」（川井）

印刷博物館は、『日本印刷文化史』の
刊行とこれまでの活動全般により、

「第42回日本出版学会賞特別賞」を
受賞。『印刷博物館コレクション』は、

「第62回全国カタログ展」の図録部
門で「文部科学大臣賞」を受賞した。

『印刷博物館コレクショ
ン』には、収蔵品の質
感や魅力がより伝わる
ように、撮り下ろした写
真を多数収録。

『日本印刷文化史』の日本語版
（中央）と英語版（右）。「日本印
刷文化史」の字体は、収蔵資料
の中から選んだ7文字を組み合
わせたもの。どちらもタイトルは
金の箔押しで、銀刷りも使用。

【仕様】
『印刷博物館コレクション』 （左） 判型 ： H257mm×W182mm　用紙 ： ヴァンヌーボV ／スノーホワイト
『日本印刷文化史』 日本語版 （中央） 判型 ： H210mm×W152mm　用紙 ： NT ラシャ／朱
『日本印刷文化史』 英語版 （右） 判型 ： H210mm×W152mm　用紙 ： ヴァンヌーボVG ／スノーホワイト



複数の異種ロボットを一元制御する「TransBots™」を開発

大幅改良の空中タッチディスプレイが「東京ミッドタウン八重洲」で採用

トッパンは、VR技術とCV技術を活用し、複数の異なる種類の
サービスロボットを一元管理・制御するデジタルツイン・ソリュー
ション「TransBots™」（トランスボッツ）を開発しました。

本ソリューションは、オペレータが管理画面を通して、VR空間上
でロボットの走行コースを設定すると、実際のロボットが現在の自
己位置を推定し、指定されたコース上の障害物を回避したり、ロボッ
トからの音声で周囲に安全を促し、実際の目的場所まで安全に自
律走行することができます。また、走行コースはVR空間上で設定
できるため、遠隔地からのロボット操作も可能です。これにより、
展示会やコンサートなど大規模イベントへの遠隔参加や、離島の住
民がオンラインで医療サービスを受けるなどさまざまな活用が期待
できます。

本ソリューションは「World Robot Summit 2020」(2021年9月、
10月に開催)のロボット遠隔参加システムとして採用され、競技会
場から遠隔操作ロボットによるライブ映像を配信しました。

VR・AR

IN

トッパンでは、印刷技術・印刷表現をもとにした新たな製品・サービスを日々生み出しています。
その中から、最新ニュースをピックアップしてお届けします。

NEWS & INFORMATION

トッパンでは、非接触で操作可能なタッチパネル「空中タッチディ
スプレイ」を大幅改良し、視野角の大幅な拡大と空中映像の明瞭度
を改善した次世代モデルを開発しました。次世代モデルの特長は3つ。
①空中映像の視認範囲を200％拡大し、身長の高い人から小さな
子どもまでが快適に空中映像を視認できるようになりました。
②独自の新方式光学設計技術により、解像感と明瞭度を大幅改善。
明るい環境での視認性が向上し、利用者がより快適に操作できる
ようになりました。
③新方式による光学設計を採用したことで、光の利用効率が改善
され、消費電力が従来モデルと比べて約50％に低減しました。
　これらにより、機器からの発熱量も減少するため、放熱経路の
確保など組み込み時の設計上の制約が緩和され、設備のデザイ
ンの自由度が高まることになります。

2022年8月竣工予定の複合施設「東京ミッドタウン八重洲」のオ
フィスフロアのエレベーターホールに設置される予定で、エントラン
スからオフィスまでのタッチレス入室を支援します。

非対面・非接触

非対面・非接触 働き方改革

顧客体験（CX）

改良モデルの視野角（上下各30度）

従来モデルの視野角（上下各15度）

空中映像

空中タッチディスプレイ

撮影協力：三井不動産株式会社、株式会社竹中工務店、画面はイメージです。

「TransBots™」の管理画面の一例 「テレプレゼンスロボット」の
自走の様子

「World Robot
Summit 2020」での
ライブ配信の様子

空中タッチディスプレイ改良モデルの
視野角拡大イメージ
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血管ファイバー

脂肪ファイバー

筋線維ファイバー

3Dプリントによる独自組織造形技術に関する論文が英国科学誌に掲載

そのほか最新情報はホームページをご覧ください  https://www.toppan.co.jp/

大阪大学、弘前大学、キリンホールディングス株式会社、大阪工
業大学とトッパン※は、3Dプリントによる「独自組織造形技術」を活
用し、筋・脂肪・血管の線維組織で構成された和牛培養肉の作製
に成功しました。

培養肉とは、動物から取り出した少量の細胞を、培養により人工
的に増やしてつくられる肉のことです。これまでに報告されている培
養肉の多くは、筋線維のみで構成されるミンチ構造であり、和牛の 
“サシ”のような肉の複雑な組織構造を再現することは困難でした。

本研究成果により、希望する構造の培養肉をテーラーメイドで生産
できるようになるため、これまでの食肉により近い培養肉の提供を
通じ、将来の地球人口の増加による、タンパク質の需要と供給のバ
ランスが崩れるタンパク質危機に対する施策になると考えられます。

なお、本研究に関する論文は2021年8月24日、英国・Springer 
Nature社の科学誌『Nature Communications』（オンライン）に 
掲載されています。

SDGs

※ トッパンは、2017年4月から大阪大学に「先端細胞制御化学（TOPPAN）共同研
究講座」を設置し、3D細胞培養技術に関する基礎研究を同大学大学院工学研究
科の松崎典弥教授と共同で行っています。

障がい者雇用の促進を目的とする特例子会社の社名を変更

2021年10月1日、障がい者雇用の促進を目的として設立された
「東京都プリプレス・トッパン株式会社」は、「東京都チャレンジドプラ
ストッパン株式会社」へ社名変更しました。新社名の“チャレンジド”

（Challenged）には、障がいをマイナスと捉えるのではなく、障がい
を持つゆえに体験するさまざまな事象を自分自身のため、あるい
は社会のために活かしていこう、という想いが込められています。

社名変更と同時に、定款を一部変更し、新たな事業内容を追加
します。2013年に知的・精神障がい者の採用を開始してから、｢各
種事務処理の代行サービス業務｣を拡充してきました。2019 年には

「手すき紙の製作・加工」事業を立ち上げ、2021年8月からは車い
すを利用する社員自らが情報収集し、バリアフリー情報サイト「らく
ゆく®」を稼働しています。現在は既存事業に加え、名刺入力業務
やRPAを中心とするIT開発部門を強化しています。

和牛培養ステーキ肉

「独自組織造形技術」による和牛培養肉と作製プロセスのイメージ図

バリアフリー情報サイト「らくゆく®」

紙すき工房

15mm 5mm

5mm

和牛の細胞を
3Dプリント

血管
ファイバー

筋線維
ファイバー

脂肪
ファイバー

●新社名 ： 東京都チャレンジドプラストッパン株式会社
●設　立 ： 1993年に、東京都、板橋区、トッパンの共同出資による
  第三セクター方式の特例子会社として設立されました。
●U R L ： http://www.toppan-tpt.co.jp/

組織・人材 働き方改革
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この情報誌（毎月8,500部）は、太陽光
で発電したグリーン電力100％（年間
3,０00kWh）で印刷等されています。

この情報誌（毎月8,500部）は、太陽光
で発電したグリーン電力100％（年間
3,０00kWh）で印刷等されています。

この情報誌（毎月8,500部）は、太陽光
で発電したグリーン電力100％（年間
3,０00kWh）で印刷等されています。

CO2の「見える化」
カーボンフットプリント
１冊あたり
https://www.cfp-japan.jp
CR-BS02ｰ13001

グリーン電力証書システムに
参加し、製造にかかる年間電
力3,000kWh相当量の自然
エネルギーの普及に貢献し
ている製品です。


