
まずは御社の事業について教えてくださ
い。

ビューティ＆ヘルス領域、食品領域に特化した
マーケティングコミットカンパニーとして、主に
通販事業を展開されているクライアントを支援
しています。具体的には、3つソリューションを
持っており、Webマーケティング、べルマーケテ
ィング（電話）、リアルマーケティング（紙広告な
ど）を駆使し、最適な方法をコンサルティングし
ています。

例えば、Webマーケティングであれば、Yahoo!
やGoogleなどの広告枠にどのくらいの割合で
バナーやLP（ランディングページ）を出せばどの
くらい効率よく成果を出せるかなどを検証し、
一番最適な方法をアドバイスしたり広告制作
などのクリエイティブ支援を行なっています。

御社の強みとはどういったところでしょう
か？

1つ目が、成果報酬を取り入れている点です。ク
ライアントの結果にコミットするために、KPIを
事前に設定し、施策の策定・予算配分を行い、
成果に応じた報酬をご請求する制度を徹底し
ています。また、それを実現するために適切な
KPIを算出することができるAIを搭載した自社
開発のDMPなど幅広いソリューションを提供
していること。2つ目に、健康や美容などの専門
分野に特化したマーケティングの実績やノウハ

ウを豊富に持ち合わせていることに尽きると
思います。

社員構成はいかがでしょうか？

一番人数が多いのはWebコンサルタントです
ね。その他、自社でLPや広告バナーを制作す
るクリエイティブ部門もありますし、Web広告
運用担当者やITエンジニアもいて、新卒社員も
入社し社員数は100名を超えました（2019
年10月現在）。

御社は成果報酬を取り入れているので、
売上や入金の管理もポイントですよね。

そうですね。そこは私たち管理部が行なってい
ます。クライアントと直接書類のやりとりをす
るのは営業を担うコンサルタントなので、彼ら
が受注や発注を担い、管理部がお金の支払い
や入金管理全般を行なっています。

そのため今までは、まずはコンサルタントが
Excelで発注書や請求書を作成し、それを経
理が確認し、承認してから、印刷して郵送した
りPDFをメールで送付していました。

毎月請求書を発行するクライアント数は約
200社あるので、なかなか骨の折れる作業で
す。

Excelから統一システムへの変更。
データの一元化を実現し、上場後の課題を解決
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導入のポイント
１. バックオフィス業務のシステム化が
     実現できる
２. 発注機能により、発注意思が正確に
     残せる
３. 承認もWebで完結
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そういった理由もあり「MakeLeaps」を
導入したのでしょうか？

そうですね。2018年夏頃から具体的に検討を
始めました。上場に向け、審査の際に監査法人
に数字の説明をしやすくする必要があったこと。
そして一番の目的はシステム化し情報を一元管
理したいという要望が社内にあったことです。

あとは、当社の代表が単純作業は外注やシステ
ム化による効率化を積極的に受け入れるべき
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の運用フローのアドバイスまでいただきました。
打ち合わせも様々な部署と毎週のように行なう
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私が出席できない場でも安心してお任せできま
した。そういった対応の柔軟さから信頼も持て
ましたし、導入後の具体的なイメージが描けた
ので導入に踏み切りました。 費用面でも高すぎ
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具体的にはどんなアドバイスがあったの
でしょうか？

例えば、クライアントの売上データの保管方法
についてです。今のマーケティングの主軸は
Webですし、ウェブ広告の場合はコンバージョ
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価が記載されたエビデンス資料も必要となりま
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しようかと考えた時にもアドバイスをいただき
ました。

具体的な方法としては、Google ドライブに請
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ント名がついたフォルダをさらに作成します。
そして、その中に請求に関連する資料を保存
する。あとはMakeLeapsで請求書を作成し、
承認を依頼するときに社内向けのメモ欄に
Google ドライブのURLリンクをコピー＆ペ
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私たちはこれまでもGoogle ドライブを
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のではなく、今ある製品を組み合わせて
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ようなアドバイスをいただけたので心強かっ
たですね。

MakeLeaps導入後のメ
リットとは？
実際に「MakeLeaps」導入後の効果を
教えてください。
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200社あるので、なかなか骨の折れる作業で
す。

中し多忙を極めていましたが、作成から送付ま
でのフローを大幅に簡略化できたことで稼働
率は上がりました。今後さらに事業拡大して組
織が大きくなっても請求業務でパンクすること
はないだろうという安心感があります。

最後に、今後どのようにMakeLeapsを
使っていきたいといった理想があれば教
えてください。

会社としては今後のキーワードとして、ペーパ
ーレス化、システム化、それによる効率化を掲げ
ているので、手作業を辞めたり、RPAの導入で
自動化なども検討しています。

あとは販売管理システムは自社開発製品を使
用していますが、監査面やセキュリティチェック
を考えると外部製品の利用も視野に入れてい
ます。例えばSFA製品やCRM製品を導入し、売
上から経理業務まで一元管理するなども行な
っていきたいですね。

■  発注機能の活用と承認フローの可視化

上場企業ですし、クライアントの発注意思を正
確に残せるように心がけています。しかし、実際
MakeLeaps導入前は発注書の回収ハードル
は高かったと言わざるをえません。今では、発注
書もMakeLeapsで発行することで、Webです
べて完結しており回収率も上がりました。状況
も可視化できるのでとても助かっています。

■  Web上で作成も承認も全て完結。売上   
     数字も把握できる

今まではコンサルタントが発注書を送付郵送し、
クライアントが押印し返送する。そして、当社で
請求書を作成し、印刷して承認依頼を出し、社
印を押印し、ようやく請求書を発行できるとい
う流れでしたが、それをすべて一つの製品で出
来るようになりました。MakeLeapsでは請求
書だけではなく、発注書も作成できますし、セキ
ュア送信で送付すると受信者は発注ボタン一
つで意思表示ができます。請求書発送までワン
ストップ対応でき、データも一元管理している
のでミスなく確実に数字を把握できるようにな
りました。

■  チャット機能の便利さ/社内での拡張性の
     良さ

コンサルタントが請求書を作るときに、手順を
忘れてしまうこともありました。例えば、請求書
を作るときの見出しや項目の設定方法などです。
しかし、社内には事前に「わからない時には、
MakeLeapsへチャットで聞いてください」と伝
えています。とは言いながらも現場担当者は時
間に追われているケースも多く、返信が遅いと
結局のところ管理部門に連絡が来るケースも
考えられます。それが一切MakeLeapsではあ
りません。レスポンスも早く的確な回答を頂い
ている証拠だと思っています。そして、問い合わ
せた内容は蓄積して社内共有できるようにして
います。その結果、管理部が使い方をフォロー
することもほとんどなく運用できているのは本
当にありがたいですね。

■  費用対効果の良さ

書類作成のサポートだけでアシスタントが10
人程稼働していましたし、管理部も動いていた
ので、そこの工数が全部ではないにしても削減
できたのは高い費用対効果を感じています。当
社の大半のクライアント先の請求書の締め日
は月末なので、請求書の発行業務も時期が集
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