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NTTコム マーケティングの設立とその戦略 
特 集 

ープ内のリソースを結集するととも

に、もともとマイライン獲得のため

に数社に販売業務を委託していた全

国のバリューアドバイザー（以下、

VA）チャネルを、販売力強化と事業

展開の迅速化を図るためNTTコムマ

ーケティングに集約することとしま

した。現在その移行に取り組んでお

り、本年３月末には完了の予定です。

－貴社の主要ミッション

木野 私どもの主要ミッションは、

“Global ICT Partner”NTT Com

グループの販売会社として、主に中

堅中小企業のお客さまを中心に、

NTT Comグループが有するICTサ

ービスの価値をお届けすることによ

って、NTT Comグループの増収基

調に向けた「ビジョン 2015」の実

現に貢献することです。

－中堅中小法人層の掘り起こしと

いうことですが、どの程度の規模の

顧客が中心となりますか。

木野 主に年商規模で100億円以下、

年間IT投資額1億円以下のお

客さまがターゲットです。潜

在マーケットとして、全国で

約640万社ありますが、その

内の上位140万社を中心にデ

ータベースを各エリアで分担

し事業を展開しています。

－具体的な事業内容をお

聞かせください。

木野 私どもは、図１に示す

ようにNTT Comと連携しな

－「ビジョン2015」実現に向け、

“グローバルクラウドビジョン”に

基づく事業展開に注力するNTT

Comグループ初の販売機能に特化

したバリューチェーン会社として、

貴社は2012年8月1日より営業開始

されました。はじめに、設立の背景

木野 私どもNTTコムマーケティン

グは、NTT Comの販売力強化を図る

目的で2012年５月28日に設立、

８月１日より営業開始した

NTT Com100％出資の「販売

会社」です。設立の背景とし

て、マイラインに代わるIP系

商材へのシフト、NTT Comグ

ループの「ビジョン2015」に

基づく増収基調への転換に向

けた中堅中小企業のお客さま

の掘り起こしの必要性があげ

られます。そこで、NTT Com

第二営業本部ビジネスカスタ

マ営業部門とNTTコムチェオ

販売推進事業部を母体にグル
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図1 NTTコム マーケティングの事業概要
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がら、①法人層に対するNTT Comグ

ループサービスの販売を手がけるVA

事業、②フリーダイヤル、ナビダイ

ヤル、IP電話等ボイス系サービスの

販売支援等のボイス事業③NTT Com

の販売代理店（家電量販店、NTT東

日本／西日本）に対するIPサービス

の販売支援等の代理店事業の3つを柱

とする事業を推進しています。NTT

Comは、インターネット／VPN／モ

バイル等IPサービスから音声サービ

スに至るまで、多様な通信サービス

をラインナップとして取り揃えてい

ますが、私どもではこれらNTT Com

サービスの提案・販売に特化した

「販売会社」として、新たなマーケッ

ト開拓とサービスの販売拡大に取り

組んでいます。お客さまの良き「ICT

アドバイザー」として、中堅中小企

業のお客さまが抱える課題をICTに

より解決することを目指しています。

－設立されて半年足らずですが、

この間どのような点に注力されてき

ましたか。

木野 最も注力したのは、販売力を

強化するために、VAの販売目標の

仕組みを変えたことと、NTT Com

との連携強化を図ったことです。従

来、VAの目標設定は販売数でした

が、それを販売金額ベースに変えた

ことにより、VA一人当たりの販売

額が倍以上に伸びています。また図

２に示すように、全国に９ヵ所の営

業所を設置し、各営業所とNTT

C o mの各支店が連携しながら、

NTT Comグループトータルの売上

を最大化できるようにしました。具

体的には、営業所長がNTT Comの

支店長会議への参加や、エリアごと

にお客さま向けセミナーを共同で開

催するなど、販売連携強化に努めて

います。さらには、新たな試みとし

て、グローバル、クラウド、データ

センタ等より高度なNIニーズのお

客様に対応する「営業開発部」を設

けました。営業開発部では、NTT

Comグループ会社であるNTTレゾ

ナントのEC商材「NTT－XStore」

やNTT-PC社のサービスも手がけ

ており実績も出ています。

－販売会社として、貴社の強みは

どこにあるとお考えですか。

木野 私どもの最大の強みは、図２

にあるVAセンタやV&V（ボイス＆

ビデオ）ソリューションセンタ、代

理店センタとトータルで全国100ヵ

所以上の営業拠点を有し、広く全国

を営業エリアとしてカバーしている

ことと、経験豊かな約1,500名のプ

ロフェッショナル社員が、全国各地

の最前線でお客さまの様々なニーズ

に幅広く対応している点です。

－最後に今後の事業目標を含めた

抱負をお聞かせください。

木野 私どもは、高い販売目標を掲

げています。一方で、ICT導入が進ん

でいない中堅中小企業の6割近いお客

さまが、社内にICTの専門家がいな

い現状にお困りです。私どもは、前

述したように常にお客さまの身近で、

お客さまのお役に立てる「ICTアドバ

イザー」として、お客さまがお困り

のこと、お望みのことに対して、ワ

ンストップで最適なICTサービスで

お応えし続けたいと考えています。

私どもがICTのプロフェッショナル

として、今後も、クラウド化・グロ

ーバル化・モバイル化等多様化する

お客さまニーズにお応えするために、

NTT Comグループのサービスを軸に

したパッケージ化された低廉な商材

の拡大、さらにはバックヤード体制

の整備、提案支援体制の充実に積極

的に取り組んでいくことで、高い目

標をクリアし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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―本日は有り難うございました。

営業エリアの広さと経験豊かな
プロフェッショナル社員が強み

中国営業所： 
ＶＡ：6拠点 
Ｖ＆Ｖソリューションセンタ：1拠点 
代理店センタ：5拠点 

計：12拠点 

首都圏エリア（本社） 
ＶＡ：13拠点 
　 Ｖ＆Ｖソリューションセンタ：1拠点 
代理店センタ：10拠点 

計：24拠点 

北海道営業所 
ＶＡ：1拠点 
Ｖ＆Ｖソリューションセンタ：1拠点 
代理店センタ：2拠点 

計：4拠点 

全国：9営業所 
107拠点 

VA：Value Advisor
V&V：Voice&Video

九州営業所： 
ＶＡ：5拠点 
Ｖ＆Ｖソリューションセンタ：1拠点 
代理店センタ：8拠点 

計：14拠点 

北陸営業所 
ＶＡ：2拠点 
代理店センタ：3拠点 

計：5拠点 

関西営業所： 
ＶＡ：5拠点 
Ｖ＆Ｖソリューションセンタ：1拠点 
代理店センタ：5拠点 

計：11拠点 

信越営業所 
ＶＡ：2拠点 

 Ｖ＆Ｖソリューションセンタ：1拠点 
代理店センタ：4拠点 

計：7拠点 東北営業所： 
ＶＡ：5拠点 
　 Ｖ＆Ｖソリューションセンタ：1拠点 
代理店センタ：5拠点 

計：11拠点 

東海営業所：計10拠点 
ＶＡ：3拠点 
Ｖ＆Ｖソリューションセンタ：1拠点 
代理店センタ：6拠点 

四国営業所 
ＶＡ：4拠点 
Ｖ＆Ｖソリューションセンタ：1拠点 
代理店センタ：4拠点 

　 計：9拠点 

計：17拠点 

図2 NTTコム マーケティングの直営拠点（2013年1月現在）
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