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情報機器収入はもちろんですが、その

ほかネットワーク収入、保守収入、SI

収入を４本柱事業として、中堅中小市

場全体における収益最大化を図るこ

と。２つ目は既存チャネルの強化と新

規チャネルの開拓によって直営及び外

部チャネルを含めたチャネルトータル

での成果の最大化を図ることです。

昨年７月の新組織発足から、対象

マーケットを中堅中小市場全体にま

で拡大し、従来からの３点セット販

売〔光回線（フレッツ光）*1＋ひかり

電話（電話サービス）＋情報機器〕

に定額保守を加えた４点セット販売

を定着化させ、ストック収入の重要

性及び情報機器～ネットワーク商品

を一体としたシステム提案の重要性

を意識づける施策を展開してきまし

た。 さ ら に 、

NTT東日本の

最大マーケッ

トである東京

支店管内で常

駐支援を行う

ことによる現

場力の向上に

努 め た 結 果 、

平成 21年度は

一定の販売成果をあげることができ

ました。

－具体的にどのような成果をあげ

られましたか。

大村 ひかり電話については、当

初の年間計画の目標を達成し、前年

度販売数を大幅に上回る実績を残し

ました。また、ビジネスホンを中心

とした情報機器については、前年度

販売額を維持し、19年度から続い

た減収傾向に下げ止めることができ

ました。さらに、情報機器の定額保

守のセット率も、10％から30％に

20ポイントアップしましたし、光

回線とのバンドル率にいたっては、

７割強にまで達しています。しかし、

NTT東日本の最大の経営課題であ

る営業収益の下降トレンドを下げ止

めるためには、ネットワーク収入の

減収傾向に早期に歯止めをかけるこ

とが急務だと考えています。そのた

めにも光回線（フレッツ光）＋ひか

り電話（電話サービス）の販売に力

を入れていきたいと考えています。

－昨年7月の法人営業体制の刷新

から1年を経過し、中堅・中小企業

マーケットの掘り起こしを牽引する

役割を担う「オフィス営業部」の最

近の状況からお聞かせください。

大村 私どもビジネス＆オフィス

事業推進本部　オフィス営業部は昨

年７月の組織整備で、オフィスマー

ケットでの収入をNTT東日本の経

営基盤の新たな柱とすべく、それま

で情報機器（ビジネスホン）の販売

をメインに事業展開していた組織か

ら、中堅中小市場全体からの収益最

大化を目指す部隊へと生まれ変わり

ました。主要ミッションの1つ目は、

オフィス市場での収益最大化に
向け、囲い込みを基軸に
オフィスICT戦略を展開
中堅中小市場での収益最大化を最重要ミッションに、発足から1年を経たNTT東日本・
ビジネス＆オフィス事業推進本部　オフィス営業部の新たな取組みについて、大村佳久
取締役・オフィス営業部長にうかがった。

東日本電信電話㈱　取締役
ビジネス＆オフィス事業推進本部　副本部長

オフィス営業部長

大村佳久氏

Mission-1 中堅中小企業マーケット全体における収益最大化 

NW収入 フレッツ光＋ひかり電話オフィスＡ、フレッツVPNワイド、ビジネスイーサワード 

情報機器収入 直販＋テレマ＋アライアンス 

保守収入 オフィスまるごとサポートサービス 

その他（SI） データ系（LAN/WAN等） 

既存チャネルの強化 
 

販売人員の適正配置等 

新規チャネルの開拓 機器ベンダとのアライアンスなど 

Mission-2 直営および外部チャネルを合わせたチャネルトータル成果の最大化 
 

図1 オフィス営業部の新ミッション

―昨年7月の法人営業体制の刷新か

ら1年を経過し、中堅・中小企業マ

ーケットの掘り起こしを牽引する役

割を担う「オフィス営業部」の最近

の状況からお聞かせください。
―具体的にどのような成果をあげら

れましたか。
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－減収傾向に歯止めをかけるため

にどのような施策を展開されていま

大村 オフィスマーケットをユーザ

ー層別に、電話回線ベースで 10～

100回線を「中堅」、３～10回線を

「中小」、１～２回線を「SOHO」の

３つに大別して営業展開していま

す。これまでは「中小」マーケット

への営業活動が中心でした。実際、

中小市場でのビジネスホンの販売シ

ェアは大きいものとなっています。

その反面、中堅市場及びSOHO市

場へのアプローチについては十分と

はいえず、情報機器販売及び、フレ

ッツ光＋ひかり電話販売において十

分な販売実績を残せていません。特

に、ネットワーク収入の減少傾向に

歯止めをかけるカギは、中堅市場に

対してフレッツ光とひかり電話を販

売することです。このために、直営

チャネルはもちろんのこと、アライ

アンスによる外部チャネルを強化し、

目標を達成したいと考えています。

また中小市場への営業アプローチ

は、機種更改期を待っての“リスト

営業”が中心で継続的なアプローチ

を実施できず、せっかくのシェアの

大きさを活かしきれていません。特

にフレッツ光未導入ユーザーへのア

プローチが不十分であり、DM、テ

レマ等の手段を駆使したアプローチ

強化に努めています。さらに、これ

まで手付かずの市場であった約200

万社といわれるSOHO市場へも積

極的にアプローチしていこうと考え

ています。

このように私どもは、“単品営業”

からオフィス全体を視野に入れた

“ワンストップ営業”へと営業手法

を転換するとともに、「中堅」「中小」

「SOHO」のユーザー層別にキメ細

かく対応するために、各層に最適の

商材（商品、サービス）を用意しよ

うと考えています。

また、販売チャネルも複合機をは

じめPC、LAN、アプリケーション

等々、様々なオフィス機器事業者と

のアライアンスによってチャネル強

化を図り、お客様をマイユーザーと

して囲い込み、中堅中小企業マーケ

ットでの収益最大化を目指してきま

した。平成 22年度はこのオフィス

ICT戦略をさらにドライブすべく、

図２に示すような５つのアクション

プランに基づく施策の強化に注力し

ていきます。

－オフィスICT戦略強化のポイン

トをお聞かせください。

大村 ①光回線の販売代理店や

SIer、メーカー系等とのアライアン

スによる販売チャネルの拡大、②ユ

ーザー層別に最適な商材群のライン

ナップ化、③ターゲットの明確化と

営業リソースの最適投入、④業務プ

ロセスの改革を含めたバックヤード

体制の充実化（アライアンス企業の

利便性向上、複数拠点の工事調整

等）、⑤ハイブリッド営業（テレセ

ールス＋オンサイト営業）も取り入

れたリテンション強化などに重点的

に取り組んでいます。

中堅中小SOHO市場をネットワ

ークの軸や情報機器の軸で細分化し

ターゲットを明確化し、プライオリ

ティを付けて営業リソースの最適投

入やターゲット別の施策の展開に注

力しています。例えば、中堅市場の

上位層への販売活動強化施策の１つ

として、販売担当者にSE技術者を

加えた“大型案件専担チーム”を編

成し、PBXリプレース活動＋大容

量ビジネスホンの販売拡大活動も展

開しています。

－具体的な取組みの詳細は、各論
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オフィスＩＣＴ戦略 
＜新たなストック収入の創出＞ 
１．オフィスまるごとサポートサービス 

音声系 複合機 ＰＣ アプリ ＬＡＮ その他 

４．オフィス業務プロセス改革 ５．プロモーション戦略の展開 

３．マイユーザーの囲い込み（リテンション強化） 
 

◆新たな販売チャネルの構築 
 
◆複合機メーカーとのオフィスＩＣＴ機器販売 
　およびネットワーク構築における包括的協業 
　・富士ゼロックス [ H22/03/31 ニューリリース] 
　・リコー [ H22/03/31 ニューリリース] 

　・東芝 [ H22/05/10 ニューリリース ]

２．新たなアライアンス事業の展開 

ひかり電話 

（インターネット 
接続サービス） 

図2 オフィス事業における5つのアクションプラン

―減収傾向に歯止めをかけるためにど

のような施策を展開されていますか。

―オフィスICT戦略強化のポイント

をお聞かせください。

―具体的な取組みの詳細は、各論の
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応した光 IP 電話サービスです。加

入電話・INSネット・ひかり電話へ

の通話が全国一律8.4円（税込）【プ

ラン2の場合】*2と安価で、１契約で

最大100 チャネル（加入電話100回線

分）、300 番号まで対応し、同一契約

者の事業所間音声通話を無料*3とす

るとともに、「ボイスワープ」、「ナン

バー・ディスプレイ」等のサービス

を標準機能としてご利用いただける

などの特長があります。

もう１点は、６月末にリリースし

た「オフィスまるごとサポート」で

す。このサービスは、お客様オフィ

スのビジネスホンからPC、複写機、

アプリケーション、LAN周辺まで

ワンストップでサポートすることが

可能になります。これによって、オ

フィス単位でお客様の囲い込みが行

えるようになったほか、従来、定額

保守のメニューしかなかった保守系

サービスのストック収入強化が図れ

るようになりました。

－オフィスまるごとサポートは、

オフィス市場での顧客囲い込みのキ

ラーサービスですね。

大村 「オフィスまるごとサポート」

は、フレッツ光をご利用のお客様が

オフィスIT機器の使い方等の相談ご

とや故障・不具合等のトラブルが発

生した際、オフィスまるごとサポー

ト受付センタにて、ワンストップで

サポートもできるサービスです。こ

れにより、フレッツ光に接続するオ

フィスICT環境を、より安心・便利

にご利用いただけ、お客様の負担軽

減が図れます。特に、専門のIT担当

者を配置されていない中堅中小企業

のお客様にお勧めのサービスです。

今後、「ひかり電話オフィスA（エ

ース）」と「オフィスまるごとサポー

ト」の認知度拡大、ベネフィットの

理解促進のために、積極的なプロモ

ーション（新聞広告、雑誌広告中心）

を展開していきたいと考えています。

これらの取組みは、社内キャンペ

ーンなどにより、担当者へも定着化

を図っていきます。

－チャネル強化の具体的な取組み

の頁でご紹介しますが、商材強化の

取組みのポイントとして、どのよう

な点があげられますか。

大村 商材強化については、今年

度は市場の層別に合わせて、図3に

示すような戦略商品をラインナップ

したことがあげられます。ポイント

としては、大きく２つの点があげら

れます。１つは、本年３月末に市場

投入した「ひかり電話オフィスA

（エース）」によって、これまで最適

商材がなかった中堅市場での光化促

進が可能になりました。これまでア

プローチできていな

かった、もしくはア

プローチが不十分で

あった中堅市場に積

極的に攻め込むこと

ができるようになり

ました。

「ひかり電話オフィ

ス A（エース）」は、

「フレッツ光 ネクス

ト」（インターネット

接続サービス）に対
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中堅中小市場 
 

中堅 

中小 

SOHO

Ｈ２１年度 
※オフィスＩＣＴ環境：ビジネスホン、複合機、ＰＣ、アプリケーション、ＬＡＮ周辺機器など 

 

音声系 データ系 情報機器 保守系 

なし EP-Plus

ＮＸ 

αＢＸ 

ひかり電話 
オフィス 

フレッツ・ 
ＶＰＮワイド 

 

レンタル 
ルータ 
なし 
 

ビジネス 
イーサ・ 
ワイド 

ひかり電話 

通
信
機
器
定
額
保
守 

Ｈ２２年度 

音声系 データ系 情報機器 

ひかり電話 
オフィスＡ 
（エース） 
（H22/3/30 
　提供開始） 

EP-Plus 
ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ 
拡大 

ＮＸ Ｐｌｕｓ 
（H22/6/30 
　提供開始） 

αＢＸ 

ひかり電話 
オフィス 

フレッツ・ 
ＶＰＮワイド 

 

レンタル 
ルータ 

（H22/5/31 
　提供開始） 

ビジネス 
イーサ・ 
ワイド 

ひかり電話 

通
信
機
器
定
額
保
守 

オ
フ
ィ
ス
Ｉ
Ｃ
Ｔ
環
境
※
へ
の
サ
ポ
ー
ト
は
一
部
の
み 

オフィス 
まるごと 
サポート 
（H22/06/30 
　提供開始） 

 

図3 市場に合わせた商材強化（マーケット別商材マッピング）

頁でご紹介しますが、商材強化の取

組みのポイントとして、どのような

点があげられますか。

―オフィスまるごとサポートは、オ

フィス市場での顧客囲い込みのキラ

ーサービスですね。 ―チャネル強化の具体的な取組みに
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についてはいかがですか。

大村 販売チャネルの強化施策につ

いては、これまで図4に示す施策を展

開してきました。中でも直営チャネル

パワーの強化策として、高額販売者の

モチベーション向上施策を実施してい

ます。これにより、お客様へのアプロ

ーチの強化や組織としての活性化な

ど、良い効果がでると期待するととも

に、さらなる情報機器の販売拡大にも

寄与できるものと考えています。

次に、ネットワーク代理店や

SIer、通信機器メーカー等とのアラ

イアンスです。特に、今春、複合機

大手の富士ゼロックス、リコーの２

社との間で、オフィスICT機器の販

売、保守を相互にサポートする業務

協定を締結し、お客様からの商品申

込み、故障時の問合せ等の情報を相

互に取り次ぐことにより、お客様対

応のワンストップ化を図ったことで

す。これにより、対応窓口が一元化

できることで、不具合や故障の際の

原因特定や修理手配を迅速に行うこ

とが可能となりました。また、東芝

グループとも、複合機やPCなどの

オフィスICT機器の販売やネットワ

ーク構築等において包括的協業を開

始しました。今回の包括的協業によ

り、両社はオフィスICT機器とネッ

トワークサービスを一体化した導入

の提案が可能となり、新たな中堅中

小マーケットへの参入を図ることが

可能になりました。

私どもは、今後、更なるお客様の

利便性向上を図るため、多様なメー

カー・商材の販売連携やサポート連

携を順次拡大し、ネットワークとオ

フィス ICT機器のワンストップ提

供、ワンストップサポートを実現す

る新サービスの実現に向けて活動を

進めていきたいと考えています。

このようなアライアンスによる販

売チャネルの拡大に加え、本社支援

部隊の首都圏への派遣拡大なども積

極的に展開することで、更なる販売

チャネル強化に努めています。

－バックヤードのプロセス改革の

目玉施策として、どのようなものが

大村 アライアンス企業や直販営

業への営業支援機能強化を目指し、

今年７月、部内にビジネスパートナ

ー部門を発足させました。同部門が

中心となって、アライアンス企業に

対する注文窓口の１本化やSO業務

のワンストップ対応、複数拠点ユー

ザーを抱える直販営業からの一元受

付及び全国調整・SO業務のワンス

トップ対応を行う「ネットワークデ

リバリ体制」を確立し、10月から

運用を開始しました。これにより、

アライアンス企業への営業支援機

能が大幅に強化されました。

－最後に、今後のビジネスの抱負

をお聞かせください。

大村 この１年間、事業ミッション

を明確にして、ターゲット層別の商材

をラインナップすること、ターゲット

への営業方法を確立すること及び販売

また、チャネルを拡大することに邁進

してきました。オフィスマーケットに

おいて、従来からのフロービジネスに

加え、お客様要望及び商材に応じては

ストックビジネスの事業運営を展開す

ることも私に与えられた大きな課題だ

と思っています。現在は、下拵えが終

わり、味つけをして料理としてしあげ

る段階にあります。フロービジネスと

して料理をしあげるか、ストックビジ

ネスとしてしあげるかを見きわめなが

ら収益の最大化に向けて取り組んでい

きたいと考えています。

－本日は有り難うございました。
（聞き手・構成：編集長河西義人）
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【H20年度】 【H21年度】 【H22年度】 

・直営社員 

・直営社員 
・本社支援部隊（東京） 
・機器メーカー同行支援 
 

・リテンション 

・機器メーカー 

直
　
営 

 

テ
レ
マ 

ア
ラ
イ 

ア
ン
ス 

・直営社員 
・本社支援部隊（首都圏拡大） 
・高額販売者モチベーション向上施策 
・機器メーカー同行支援の拡大 

・リテンション 
・ハイブリッド営業 
・アウトバウンドテレマ 

・機器メーカー 
・ＮＴＴグループ会社 
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図4 販売チャネル強化施策の推移

ついてはいかがですか。

―具体的な取組み内容は、どのよう

なものですか。

―最後に、今後のビジネスの抱負を

お聞かせください。

―本日は有り難うございました。

*1 「フレッツ光」とは、「フレッツ 光ネクスト」
と「Bフレッツ」（いずれもインターネット接続
サービス）の総称です。
*2 携帯電話への通話などについては通話料が異
なります。
*3 ご利用には、事前にグループ登録のお申込み
が必要です。

http://www.bcm.co.jp/
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