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NEW NORMAL ＞ 新しい日常



国内企業（1000名以下）のテレワークに関する動向

HPのPCユーザー企業 約500社にオンラインで調査（5月と11月）

今回の新型コロナウィルス感染拡大対策措置として実施した在宅勤務
制度について、今後の予定を教えてください（単回答）

５月調査 11月調査

2020年に在宅勤務制度開始し継続している 51% 9%

2020年より前から在宅勤務制度があり継続している 34% 36%

2020年に在宅勤務制度開始したが今は中止 0% 39%

2020年より前から在宅勤務制度があったが今は中止 0% 1%

在宅勤務制度は実施しない/業種的にできない 15% 15%



企業名 手当名 金額 主な用途や目的

grasys 在宅勤務手当 10万円
環境を最善化するためのツール購入や生活
必需品の購入など

LINE 新型コロナ対応手当 月5000円
出社に伴うマスクや手指用アルコールなど
の衛生用品の購入、水道光熱費や通信費、
備品購入など

アジャイルウェア 環境改善・腰痛・運動不足解消手当 2万円
勤務環境の快適にするツールや腰痛・運動
不足解消を目的した製品など

インフラジスティックス・ジャパン 在宅勤務手当 月1万2000円
在宅勤務環境の整備、ネットワーク環境や
光熱費などのインフラ整備

カオナビ 在宅勤務支援金 5万円
机や椅子、モニター、PC周辺機器、イン
ターネット環境などの環境整備

コネクティ リモートワーク手当 月1万5000円程度 環境整備費、光熱費など

サーバーワークス 在宅勤務手当 月2万円 光熱費や通信費

サイバー・バズ オンライン飲み会手当 月5000円 社員同士のコミュニケーション活性化

ショーケース リモートワーク環境改善手当 2万円
PC用デスクや椅子、Webカメラなどのほか、
リラックス用のアロマや加湿器など

さくらインターネット 臨時特別手当、臨時通信手当、通信手当
臨時特別手当1万円、臨時通信手当3500円、
通信手当月3000円（5月以降）

環境整備費、通信費など

ヌーラボ テレワーク補助
環境整備3万円、光熱費や通信代の補助とし
て月1万円

環境整備、通信費、光熱費など

バリュークリエーション 在宅勤務手当 5000円 自宅での勤務環境構築

メルカリ 在宅勤務手当 6万円（半年分）
勤務環境構築やオンライン・コミュニケー
ションなど

ランサーズ リモートワーク手当 3万円 勤務環境の整備が目的だが用途は自由
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家の“オフィス機能拡張”
を積極支援する動きが加速



在宅勤務の従業員ニーズ vs 企業が実際に導入した製品やサービス

HPのPCユーザー企業 約500社にオンラインで調査（11月）
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軽量なモバイルPC

Wi-Fiモバイルルーター

画面が大きいノートPC

画面が見やすいモニター

Zoomのライセンス

聞きやすいヘッドセット（有線）

性能のよいWEBカメラ

MS Teams のライセンス

声が届きやすいマイク

スマートフォン

聞きやすいヘッドセット（無線）

聞こえやすいスピーカー

LTEが内蔵されているモバイルPC

ノートPCのACアダプター（スペア購入）

家の回線契約そのものを高速なものに変更

従業員から導入の要望が多かった製品やサービス 実際に導入した製品やサービス



在宅勤務の際の環境面で困っている事

家族も同時に在宅勤務をしているので環境作りが必要

デスクやイスなどを含め、PCを使用した長時間の労働を
おこなう環境

自宅での作業スペース不足。子供の相手もするときもあ
り、集中できないときもある。

自宅の環境（ディスプレイ、机、イス、WiFi速度）

ビデオ会議において音声が聞きづらい

音声の質にかなり依存して生産性が左右される

在宅でのNW環境の整備と仕事環境の改善が必要。

椅子、モニター、プリンター等の周辺機器が充実してい
ないと会社と同じように働けるとは言いづらい

VPN接続集中による接続が不安定になり、業務に影響が出
る場合がある

ディスプレイが小さいのは色々とストレスです。

自宅で使用する回線の問題。固定の光回線、テザリ
ング、モバイルルーターなど各自で異なる通信環境
なので障害時の原因特定が難しくなっている。

Windowsアップデートの日などネットワークが混雑す
ると全く仕事にならない

ミーティングアプリだけでなく，CADなどの他のアプ
リを同時に動作させる場合に高スペックが必要。

Bluetoothヘッドセットが不安定で音質が悪い

各自宅でのネットワークの安定性（速度など）にば
らつきがある。

在宅勤務（自分）やオンライン授業（子供）を同時
にやると回線速度がつらい

会社のサーバーにアクセスしないと仕事にならない

HPのPCユーザー企業 約500社にオンラインで調査（５月）
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社外からのIT利用で懸念している事

個人情報や機密情報などデータ漏洩 276 59.1%
社内情報にアクセスできない（しづらい）事による業務効率の低下 221 47.3%
ウィルスやマルウェアに対するセキュリティの懸念 190 40.7%
在宅勤務時の通信料、電気代、プリンターのインク費用をどうするか 180 38.5%
デジタル化が進んでおらず、権限者の決裁印（はんこ）がいちいち必要 140 30.0%
ノートPCが重い、バッテリ充電、画面サイズ、処理速度などの問題 116 24.8%
家にプリンターがないので、印刷をする際に不便 115 24.6%
デバイスの盗難や置き忘れ 106 22.7%
オンライン会議の際に音が聞こえづらく合意形成が難しい 97 20.8%
家にディスプレイがなく、長時間のデスクワークがつらい 91 19.5%
ノートPCを社外に持ち出す時の申請が面倒 33 7.1%
その他 32 6.9%

HPのPCユーザー企業 約500社にオンラインで調査（５月）
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セキュリティの心配
社内データにアクセスしづらい

HPのPCユーザー企業 約500社にオンラインで調査（５月）



従業員ニーズの変化とオフィス環境改革を検討する企業

89%
の従業員が

コロナ終息後もテレワ
ークを含めて働きたい

65%
の従業員はテレワークでも

働きやすい環境と制度を整備
して欲しいと考えている

18%
の企業がフリーアドレス
やオープンミーティング
スペースを増やす計画

53%
の企業が会議室に
オンライン会議専用
システムを導入した
／する計画

日本HP調査：2020年3月〜5月



世界レベルで起こる潮流
“メガトレンド”が急加速！

コロナ禍になり、引き合いや
問い合わせが急増している製品
のご紹介



急速な都市化

人口動態の変化

超グローバル化

イノベーションの加速
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デバイス

カスタマイズ
ワークスペース

コラボレーション
会議スペース

スマート
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シームレス
あらゆる場所

• デザイン
• 性能・堅牢性

• 常時接続
• UC&C

• 没入型
• VR/AR

• 直観的
• 会議品質

• センサー技術
• システム連携

セキュリティ

コラボレーション
COLLABORATION

セキュリティ

SECURITY

デザイン
DESIGN
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将来のオフィス
働く人、働く場所、働き方 が変わる

変化を先取りした製品開発



世界中の人々は新しい生活様式に適応してきた

＊ HP独自調査（2020年）. 

より良いツール より生産的改善した作業空間

69%
生産的に仕事をするツールを持つ

(51%から上昇)

79%
仕事専用の場所がある

(54%から上昇)

44%
コロナ禍以前より生産的

80%
プロのクリエイターとパワーユーザー

は在宅勤務の継続を望む

41%
バーチャルミーティング

を好む



お引き合い／お問い合わせが急増！①

テレワーク用にゼロから開発されたモバイルPC

HP ELITEBOOK x360 1040 G7

インテル® Core™ i5 プロセッサー

Windows 10 Pro デバイスで一歩先に。



HP Sure Shutter

シンプルかつ確実な

プライバシー確保の方法

電子制御に進化した
Webカメラ用プライバシーシャッター

Webカメラを意図せずONにしても安心

覗かれているかも？という疑念を払拭

付箋やテープでカバーするよりもスマート



日常はノイズで

溢れているから

オ ン ラ イ ン 会 議 時 の ス ト レ ス を 大 幅 に 低 減

サイレン  ドアの開閉音  紙をめくる音

プラスチック袋  動物の鳴き声

あらかじめ特定の周波数をカットする

ソフトウェア上のノイズキャンセルではなく、

ディープニューラルネットワーク（DNN）を用いて

自動的に”ノイズ”を学習する

新しいノイズキャンセル機能です。

新しいノイズキャンセル機能は

「生活音」をかき消します



そ の 場 の 一 番 大 き い 声 に 動 的 に 焦 点 を 合 わ せ 、

ク リ ア に 音 声 を 伝 え ま す

360° 全方位マイクが解決します

「声が聞き取れなかった」

という経験ありませんか？

話している人の場所を認識

音声通話品質の向上

コラボレーションモードの強化



離席時

Walk Away Lock ：画面を暗くするまでの時間 & 暗く

なってからロックするまでの時間が任意に設定可能

HP Presence Aware

近接センサーが離席／戻りを感知し、
自動 & ハンズフリーでロック・解除します

あなたが座っているか？

PC が見守っています

離席戻り時

Wake On Presence ：デバイスの前に戻ったことを検知

し、Windows Hello（顔認証）でハンズフリーでログイン



HP Sure View Reflect

ボタン1つで確実に

のぞき見を防止する方法

世界初の反射型プライバシースクリーン

ビジュアルハッカーを寄せ付けない

オフィスでも外出先でも安心

野外でも見やすい高輝度ディスプレイ

インテル® Core™ i5 プロセッサー

Windows 10 Pro デバイスで一歩先に。



HP Fast Charge

長く持つ事以上に

早く回復する事が重要

30分で50%も充電できる急速充電機能

バッテリーの残量がない時にも安心

カフェに立ち寄ったちょっとした時間で
電源コンセントを借りれば、10分で3時間以上回復



HP Endpoint Security Controller

ウイルスはソフトとOS
の中にうまく隠れる

高度なウイルスはファーム
ウェアに感染し、機能の無

効化を狙う

ファームウェアの不整合が起き
れば 検知 と自己修復を行うHP Sure Start

HP Sure Recover

HP Sure Click

米国政府の調達基準にもなっているHPのセキュリティ技術

セキュリティ対策ソフトが無効
化されていないかを常時監視し、

復旧も行う

安全なWeb閲覧と添付ファイルの
処理をするハードウェアを活用し

た隔離技術

専用セキュリティチップが監視
(第三者機関認定の安全なチップ)

HP Sure Run

OSがダウンしても安全に自動復旧
(ネットワーク経由 or 端末起点)

HP Sure Sense ディープラーニングAIを活用した
ウィルス対策
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web page.
This is really small font for a 
web page.

This is really small font for a 
web page.
This is really small font for a 
web page.
This is really small font for a 
web page.
This is really small font for a 
web page.
This is really small font for a 
web page.

SMM

OS/SW

HW + BIOS

フィッシング詐欺で
人を狙う

(添付ファイルや URL)

ウイルスはセキュリティ
対策ソフトの防御を無効

化するものがある

破壊的なウイルスが存在
しており、データやOSを

再起不能にする

ウイルスはハードウェア
の脆弱性を狙う



HP ELITEBOOK x360 1040 G7

スマホよりも
明るい輝度

1000nit

Wi-Fi 6
＆

LTE Advanced

19項目の過酷
なテストに耐え
る米軍調達基準

4096段階の筆
圧が感知できる
超高性能なペン

※

14.0インチ
1.34kg

タッチ対応
非光沢フルHD
ディスプレイ

21時間バッテ
リー＆30分で
50%急速充電

好みのアプリや
Webをボタン
で一発起動

大音量80デシ
ベル越え＆高音
質スピーカー

※ペンはオプション販売になります

インテル® Core™ i5 プロセッサー

Windows 10 Pro デバイスで一歩先に。



お引き合い／お問い合わせが急増！②

リモートでワークステーションが利用できるソリューション

テザリング・Wi-Fi
でアクセス

HP ZCentral
Remote Boost

タブレット・ノートPC
ご自宅にあるデバイスから

Receiver

オフィスのハイスペック
HP Zシリーズワークステーション

Sender

1/170に圧縮し
暗号化

高速デコード
し複合化

画面のピクセル
データを送信



WITH
ZCENTRAL

IT管理者は、ZCentral
Connect を通じて在宅で
管理業務ができる

在宅勤務者は、ZCentral
Remote Boost によって
最大のパフォーマンス
で仕事ができる

ラックマウントされた ZCentral 4R
と休眠していたワークステーショ
ンは、ZCentral Remote Boostによっ
てフル稼働させられる

シングルソースによる
リモートワークステーションソリューション



給電機能と
有線LAN接続

チルト対応や高
さ変更可能

ブルーライト
カット

28.3／27インチ
非光沢フルHD

POPアップ
Webカメラ

VESA

マウント対応

HP Elite Display E243d／E273d

VGA,HDMI,
USB-TypeC

自動判別機能

デイジー

チェーン対応

※27インチモデルも近日発売

オプション

スピーカー

お引き合い／お問い合わせが急増！③

給電機能＋POPアップ型カメラ付き高機能モニター



3rdパーティス
ピーカーやWeb

カメラと併用

Windows10 IoT

で専用端末にで
きる

専用タッチパネ
ルの操作で簡単

に会議に参加

Microsoft 
Teams Rooms

プリインモデル

本体VESA対応で

壁や机の下など
に設置可能

HP Elite Slice G2

HDMIでノート
PCに接続し簡単

に画面共有可能

高品質な

オーディオ環境

お引き合い／お問い合わせが急増！④

ビデオ会議専用の“カンファレンスPC”



HP EliteOne 800 G6 AiO コラボレーションモデル

会議室からコラボレーションの質をあげる

ポップアップ WEBCAM
視野角88度のワイドアングルを実現する
高解像度の 5MP webcam 搭載

鮮やかな27インチディスプレイ
27インチマルチタッチディスプレイはQHDに対応
狭額ベゼルでスタイリッシュ

クリアな音響
82 dB出力の5Wのデュアルスピーカーと、
集音範囲4mのデュアルインテリジェント
マイクを搭載

© 2020 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. 

クリアな音声
HPノイズキャンセリングソフトウェアが

周囲の音をフィルタリング

コラボレーション機能
を1台に統合

ビデオ会議やコンテンツ共有を
シームレスに実現

簡単にクリーニング可能
ディスプレイは頑丈なガラスでカバーされ、

簡単にクリーニング可能
1000回の消毒にも耐えうるため常に清潔

壁掛け用VESAオプション同梱
スタントは別売りとなります。（予定）

ワンタッチ スタート
ワンタッチで会議を開始でき簡単＆手間なし



オンライン会議中に音声品質の不良を体験 → 65%2

私の声、
聞こえてますか？

1.  “Audio issues are the #1 pain point during conference calls” (HP Primary Research, 2017)
2.  “65% encounter poor audio quality in virtual meetings” (C Space Primary Proprietary Research with online communities, 2015)
3. “33% of employees want better audio” (HP Research 2020 )
4. “48% agree that meetings should run smoother and that technology gets in the way” (HP, Proprietary Research with Panel, 2015)
5. “Panelists estimate that on average 12 minutes are wasted at the beginning of each meeting to get things set up” (HP, Proprietary Research with Panel, 2015)

“

“

1番多いのは音声の問題です1

適切なボリュームで
明瞭な音声がやり取り
できることが重要です

音声品質を改善してほしい従業員の割合 → 33%3

画面、
見えてますか？
“

“

会議室のディスプレイに表示していても
リモートには画面が共有できていない

ということがしばしば起こります

簡単にオンライン会議へ接続し
スムーズな画面共有を開始できることが

効率の良い会議には欠かせません

もっとスムーズに会議が進むべきと考える割合 → 48%4

オンライン会議開始時に要する平均時間 → 12分4

音声確認、ハウリング、画面共有。。
会議室で行うビデオ会議で失っている時間は平均で12分



ハイブリッドワーク時はモバイルにこだわる

セキュリティとプライバシーを重視

設計者、クリエーターは家でも作業可能に

モニターは在宅勤務時の生産性の決め手

新しい様式を
全ての企業に

専用のコラボレーション端末で差をつける



ありがとうございました。



人事運用・管理
テレワーク時代の評価方法



シリコンバレーに本拠を置く代表的企業

1939年創業。シリコンバレーはHPから始まった

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimzoHelubYAhUMyrwKHc9bCkEQjRwIBw&url=https://techcrunch.com/topic/company/apple/&psig=AOvVaw3mgJWQEdiHFZd2tkTEveVQ&ust=1516525187912039


創業者の信念“HP Way”
人間は誰でも立派な仕事や創造的な仕事をしたいと
心から望んでいる。そしてその人たちに適切な環境
さえあれば、必ずそれは実現するものだ。

デビッド・パッカード

デビッド・パッカードウィリアム・ヒューレット



2000年頃のオフィス環境

フレックスワークプレイスフリーアドレスフレックスタイム

現在

日本HPも“HP Way”を規範にして改革を続けてきた

1977年 2001年 2007年 2020年



従来の働き方 新しい働き方

どこで働くか？が重要 何をやるべきか？が重要

何時間働いたかを重視 成果に基づく評価

部下を管理する 部下と合意し、モチベートする

遠隔からチーム協業で働く

オフィスの設計は肩書きに基づき設計
され、余裕のスペースを保有する

オフィスは機能と仕事のタスクにより、
「必要な時だけ」提供される

メンバーは同じ場所に

会社として－“働き方”の視点を変える



・パフォーマンス管理サイクル

・目標設定と評価とフィード
バック

・上司との定期面談

・業績連動報酬

・職務レベル、職務内容の公開

柔軟な勤務体型 給与・評価制度キャリア支援

・フレックスタイム制度

・フレックスワークプレイス
制度

・裁量労働制度

・在宅勤務制度

・出産・育児支援

・グローバル社内公募制度

・異動希望登録制度

・メンター制度

・キャリア面談

・上司サポート

・デベロップメントプラン

自由と自己責任に基づいたHPの人事制度



日本HPのテレワーク制度
“フレックスワークプレイス”とは？？

時間拘束や身体的・精神的負荷を軽減させながら
生産性向上を実現し、優秀な人材を確保するための制度

正社員

週4日まで

派遣社員

週2日まで



フレックスワークプレイスの運用ルール

※部署の事情や業務特性に応じて柔軟に判断



ビジネス部門と間接部門の評価方法（例）

■職責の達成度

例）月末の〆日までに正確で誰
が読んでも理解しやすい経営
指標の提出ができている

営業 経理マーケティング

■他部門への貢献

例）BSやPL分析により、営業
や調達部門に適切な指導を実
施。実際に数字が改善した

■組織全体への貢献

例）会計・監査のトレーニング
を全員に実施し、平均90点以
上を1年以内に達成させる

■職責の達成度

例）販促宣伝のデジタルシフ
トで営業部門に質の良い新
規案件情報を渡す事に成功

■顧客への貢献

例）製品の活用方法を伝え、
顧客の課題解決に貢献。ア
ンケートで高スコアを獲得

■他部門への貢献

例）他部署で将来マーケティ
ングを志望している若手に
オンライン研修を実施

■職責の達成度

例）担当商材の売上と利益。
対面商談からZoom商談に
切り替え、訪問数を1.5倍に

■自チームへの貢献

例）Zoomで効果的な提案書
の作り方をノウハウ共有し、
チームの勝率を向上させた

■組織全体への貢献

例）Zoom飲み会型の「打ち
上げ」を企画、参加者のモチ
ベーション向上に貢献した

基
礎

応
用

発
展



コロナ禍における
社内や社外とのコミュニケーション



⚫ 特長
• スピーディに会話できる
（タイピングスキルに依存）

• 会話の流れが見える
• 履歴を追うのが困難

⚫ 想定される使用場面
• 簡単な連絡、相談をする時
• 作業と並行してコミュニケー
ションする時

• 雑談、ちょっとした会話

⚫ 特長
• 表情や仕草を伝えられる
• モノを見せることができる
• 回線が弱いと上手く繋がらない
• 録画できる

⚫ 想定される使用場面
• チームビルディングなど、お互い
をよく知ることを重視した会議

• オンライン飲み会
• サンプル・試作品を見せたい時
• 英語会議（字幕テロップがリアル
タイムで表示される機能あり）

⚫ 特長
• 記録として残しておける（後から
検索しやすい）

• ファイル添付やスケジュールの挿
入など、カスタマイズの幅が広い

• 社外とのやりとりに使える

⚫ 想定される使用場面
• 重要な連絡、相談
• メールの転送
• 社外とのコミュニケーション

メール ビデオ会議 チャット

コミュニケーションツールには“個性”がある



日本HP流 社内コミュニケーション術

✓ できるだけ「ON」にしておく
• いつでも話しかけて、というウェルカム感の醸成
• みんな仕事をしているんだ！と思い鼓舞される

✓ 絵文字を使う
• 「文字」の冷たい印象を回避する効果
• 感情を伝える唯一の方法。日本人だけじゃなく海外でも流行

✓ 相手が許容するニックネームを使う
• 場がカジュアルになり、仲間感が増す
• 雑談をしたいモチベーション＝アイディア出しのきっかけに

✓ 番外編：チャットツールに慣れない先輩にも配慮する
• メールをチャット的に使いましょう！と持ち掛ける
• 1対1が原則で、カジュアルな口語表現を許容してもらうだけ

チャット



✓ 耳だけ参加の「ラジオ型」を許容する
• 疎外感をなくす効果
• メールやチャットでは伝わらない生きた情報や感情が伝わる

✓ 途中退席を許容する
• リアル会議と違うルールで運用する事で参加のハードルを下げる効果
• 会議が重なった場合や続き過ぎている時に便利

✓ リアル参加は2割以下にする
• 「置いてけぼり」を回避する効果
• 会社どうしのメンバーがいてもあえてオンラインにする

✓ 録画や議事録は必須
• いつ、どんな会話が行われたか共有する事でチームワークを醸成
• 特にトレーニング・重大発表系は録画がおススメ

✓ 最初の5分はどうでもいい事を話す
• 和ませて会話が活性化する効果
• 会議全体で40分以内にできるといっそう効果的

ビデオ会議

日本HP流 社内コミュニケーション術



日本HP流 社外コミュニケーション術（営業編）

対面営業ができない中で商談数をむしろ増やしている営業がいた
・・・・・・

取材した人＞小笠原 孝さん（42歳）

• 家族構成：奥様、小学校2年生と幼稚園（年長）の娘さん
• 住環境：マンション ※自分専用の部屋あり
• HP歴 2010年～

- 公共営業（5年）
- 販売パートナー営業（1年）
- 製品営業（1年）

➢ 現職では、警察・中央官庁・自治体のハイタッチ営業を担当



2月

24件
1ヶ月で

4月

30件
1ヶ月で

※社内ミーティングを除く

小笠原さんの商談数推移



そもそも警察
はインター
ネットが使え

ない。。

中央省庁「様」
は、ビデオ会議
に応じてくれる
だろうか、、

3月から出張が制限され、目標達成の為の営業活動が困難に

2.27 日本HP、新型コロナウィルス(COVID-19) に対
するBCPを発動

3.27 日本HP、新型コロナウィルス(COVID-19) に対
するBCP運用期間を延長

4.7 政府、7都府県に緊急事態宣言を発令

4.8 日本HP、緊急事態宣言が発令されたことによる
オフィスへの入館制限を実施

4.10 東京都、都民に外出自粛を要請

4.16 政府、緊急事態宣言の対象地域を全国に拡大

4.20 政府、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策を
閣議決定

うう、ついに
出張ができな
くなってし
まった。

3月時点での小笠原さんの悩み



なぜ商談数を増やせたのか？



①顧客と会う手段を突き詰めて考え、
まずは営業スタイルを変えてみた

②警察をいったん諦め、GIGAスクール
特需がある教育委員会にターゲット変更

③移動時間がない事を逆手に自分や
チームメンバーの時間を有効活用

「社会情勢の大きな変化と共に自分の意識・行動を変
えました。幸い、お客様側の意識も変わっていて、通
常はリアルでしか会ってくれない中央省庁ですらZoom
やTeamsで商談してくれるようになりました。」

「セキュティ対策でインターネットが使えない警察は
Zoomができないので諦めざる得ませんでした。一方で、
中央省庁だけでは数字がいかないので、上長にかけあ
い従来はプライオリティを低くしていた教育委員会へ
のアプローチを開始しました。新型コロナウィルスの
影響で自宅学習ニーズが高まった結果、文科省が調達
計画を前倒しした影響もあり、膨大なPC需要が生まれ
ています。全国の自治体が情報を欲しがっていますの
で、隣の自治体の動きや市場動向などの情報を提供す
る事を心がけています。」

「移動時間がないので、会ったことがある顧客を中心
にアポ数を増やしました。既存客は9割、新規客（飛び
込みアポ）の場合でも2割はZoom商談に応じてくれま
す。また、普段は忙しくて巻き込みにくい社内エキス
パートやキーマンも巻き込みやすくなりました。」

なぜ商談数を増やせたのか？



小笠原流・オンライン商談ノウハウ

✓顔写真のサムネイルを登録するかしないかで印象が変わる

✓壁紙も印象が変わるので必ず登録する

✓社外の人とのビデオ会議では必ず顔を出す

✓情報共有を兼ねてチームメンバーを参加させる（支援を募る意味合いもある）

✓ヘッドセットは必需品。Bluetoothではなく、安定の有線タイプがおススメ

✓アポの際のスケジュール提示は必ず自分からし、断れない雰囲気に持っていく

✓リアル商談と比べて自己紹介と参加メンバーの紹介を意識的に強めにする



フル在宅環境下で営業として工夫している事

⚫ 健康管理・ストレス対策
・朝か夕方にマスクをしてランニングしている ＞ 5km～10km（多摩川サイクリングロード）
・走り終わった後、子供を風呂に入れてビールを飲むというルーティンが大事
・セブンイレブンに行ってたばこを吸う（家で吸っちゃダメなので） ＞ 1日あたり5回程度

⚫ ご家族との協力体制
・ビデオ商談中は静かにしてほしいとお願いしている（でも、どうしても話しかけられてしまうが、、 笑）
・昼ご飯はテイクアウトを買ってきてと頼まれるので快く（奥様も子供とずっと一緒なので疲れている）

⚫ 社内ミーティング
・最初はどうでもいい事や雑談をして場を和ませてから本題に入るようにしている（上司は、椅子を新調したと
か、Apple Watchを買ったとか、SIX PADも買ったとかいつも自慢してくる 笑）
・17時半過ぎたら、社内に限りアルコールありのミーティングもありではないかと思っている



会社への要望（フル在宅勤務が続く前提で）

⚫ ハンコ問題
官公庁ビジネスでは「定価証明書」が必要になる。今回を機会に、捺印を迅速かつ頻繁にできるプロセスを
考える必要があるのではないか → その後、見直しが入り改善

⚫ マネジメントによる情報発信頻度
大島オフィス + たばこ部屋や居酒屋でのコミュニケーションが減った分、活動の方向性が正しいのか不安
になる事もあるため、上位役職者には頻繁な情報発信をしてほしい → 上位役職者からの発信頻度増加

⚫ 簡易的なサテライトオフィスの利用
カラオケBOXやビジネスホテルが提供しているテレワーク支援メニューの経費精算を認めてほしい
※ビデオ会議が一日中続くと、家族にずーっと静かにしてもらわなければならないため
→ その後、経費として認められる

⚫ 必要なツールの貸与
顧客の都合で印刷が必要になるケースがあったり、文字の細かい仕様書をPCで見るのは難しいため、モバイ
ルプリンターとモニターの貸与をお願いしたい
→ その後、必要備品購入の経費精算が認められる



Su
m
m
ar
y

訪問/出張型のリアル営業の良さ

✓新規見込み客との初期の関係構築

✓感情の共有や往来

✓キーマンや決済権限者の把握がしやすい

✓製品デモンストレーション

✓画面イメージや製品など同じものを見て即時フィードバック

withコロナ時代の営業アプローチをじっくり考察

ビデオ会議活用のオンライン営業の良さ

✓営業自身や社内サポーターの営業機会増加

✓動画による説明品質の平準化やコスト削減効果

✓既存顧客への定期的な情報提供や情報交換

✓録画による商談のアーカイブ化

✓顧客が在宅勤務中でも連絡が取りやすく、視聴覚に訴求可能


