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新製品「ＣＯＭＰＡＮＹ® CRM シリーズ」 
正式販売開始に関するお知らせ 

 
 
当社は、CRM（カスタマーリレーションシップマネジメント、顧客管理）分野において、新

製品「ＣＯＭＰＡＮＹ®」CRM シリーズの正式販売を開始いたしますので、お知らせいたしま
す。 
「ＣＯＭＰＡＮＹ®」CRM シリーズは、日本企業の業務体系に沿って設計されたパッケージ
ソフトウェア製品であり、従来の「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズと同様に、常に進化しつづ
けることで、陳腐化せず継続的に改善を行うことができるシステムとして、顧客との戦略的

な関係構築を強力に支援します。 
「ＣＯＭＰＡＮＹ®」CRM シリーズの詳細は別紙をご参照ください。 
なお、平成 19年６月期においては、販売初年度であることから、売上高など収益面に与え

る影響は限定的と見込んでおり、新製品出荷開始に伴う当期の業績予想の修正はありません。 
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株式会社ワークスアプリケーションズ（以下ワークス）は、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」CRM シリ

ーズを本日 1月 30 日より正式出荷いたします。正式出荷を開始するのは、あらゆる社外コミ

ュニケーション情報の一元管理を可能にする「ＣＯＭＰＡＮＹ® CRM」と大手企業の営業業務

を支援する「ＣＯＭＰＡＮＹ® CRM for Sales」の 2 製品です。「ＣＯＭＰＡＮＹ® CRM」は、

すでに 2社での採用が決定しており、うち 1社に対し 2006 年 12 月末に先行出荷をいたしま

した。 

 

●日米におけるマネジメントスタイル・商習慣の違い 

顧客ニーズが多様化し、顧客との接点も複雑化する中、企業にとって顧客との関係を戦略

的に構築することは以前にも増して重要な課題となっています。顧客との関係構築のため

CRM システム（以下 CRM）の活用が進む米国に倣い、日本でも CRM を導入する企業が増えてき

ました。 
しかし、日米では、マネジメントスタイルや商習慣において大きな相違があるのが現状で

す。米国では、営業部門の権限がマネジャーに集中するトップダウン型が一般的で、現場社

員のデータ入力作業もマネジャーへの報告義務として捉えられています。一方、日本では、

現場での判断が尊重される傾向にあり、現場に任される業務内容も米国に比べ複雑です。 

こうした中、多岐にわたる顧客情報を統合的に管理でき、かつ日本のマネジメントスタイ

ルや商習慣を反映した CRM のニーズが高まっていました。 
 

●使われない CRM から“使いたい”CRM へ～「ＣＯＭＰＡＮＹ®」CRM シリーズ～ 

 このたび出荷を開始する「ＣＯＭＰＡＮＹ®」CRM シリーズは、約 2 年の市場調査を経て、

「マネジメントと現場の双方にメリットを提供できるシステム」をコンセプトに開発されま

した。情報を入力する現場の視点を重視し、データ入力を意識することなく日常業務を行う

中でデータ蓄積が行われ、さらに業務の効率化にもつながるため、継続的に活用されるシス

テム設計となっております。 

また、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズの特徴であるノーカスタマイズ（個別カスタマイズ不

要）、無償バージョンアップなど独自コンセプトをそのまま継承しているため、陳腐化せず継

続的に改善を行うことができるシステムとして経営活動全般を見据えた問題解決を支援し、

さらなる企業の競争力強化に貢献してまいります。 

「COMPANY®」CRMシリーズ  
正式出荷を開始。すでに 2社での採用が決定。 
～使われない CRMから“使いたい”CRMを目指す～ 

News Release 



●従来の CRM パッケージと「ＣＯＭＰＡＮＹ®」CRM シリーズの比較 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

●「ＣＯＭＰＡＮＹ®」CRM シリーズの製品構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製品名

COMPANYCOMPANY®® CRMCRM

対象部門

対社外の顧客管理が発生す

るすべての部門

営業・経営企画・CS部門等

日本の営業部門の現場業務とマネジメ

ントに特化した製品。営業活動を支援

するグループウェア機能や受注予測、

顧客案件管理、見積・契約管理、プロ

セス管理などを網羅。

顧客と接点を持つあらゆる部門の顧客

情報を一元的に管理。帳票・リスト作

成、経営判断に必要な情報の分析、マ

ーケティング機能などを網羅。

製品概要

COMPANYCOMPANY®® CRM CRM 

for Salesfor Sales
営業部門

COMPANYCOMPANY®® EC(EC(仮仮)) 未定
電子商取引

詳細未定

製品名

COMPANYCOMPANY®® CRMCRM

対象部門

対社外の顧客管理が発生す

るすべての部門

営業・経営企画・CS部門等

日本の営業部門の現場業務とマネジメ

ントに特化した製品。営業活動を支援

するグループウェア機能や受注予測、

顧客案件管理、見積・契約管理、プロ

セス管理などを網羅。

顧客と接点を持つあらゆる部門の顧客

情報を一元的に管理。帳票・リスト作

成、経営判断に必要な情報の分析、マ

ーケティング機能などを網羅。

製品概要

COMPANYCOMPANY®® CRM CRM 

for Salesfor Sales
営業部門

COMPANYCOMPANY®® EC(EC(仮仮)) 未定
電子商取引

詳細未定

従来のCRMパッケージ　
　

COMPANY  CRMシリーズ

マネジメント層 マネジメント層と現場

意思決定（判断） 意思決定（判断）と業務の実行

報告と現場の管理 業務を行う中で自然に情報が集まり利
用者全員が使えるデータを取得

NA 業務の効率・生産性向上

　

ターゲット

目的

業務フロー

利用者のイン
センティブ

現場担当者は、報告のためだけにデー
タ入力をする必要がある

見積書作成の履歴が自動的に蓄積され
る機能があるなど、ユーザーオリエン
テッドでデータ入力を意識させない

利便性
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■株式会社ワークスアプリケーションズ概要（2006 年 6 月 30 日現在） 
社名 株式会社ワークスアプリケーションズ 

設立 1996 年 7 月 

代表者 代表取締役最高経営責任者 牧野正幸 

 代表取締役最高執行責任者 阿部孝司 

 代表取締役最高技術責任者 石川芳郎 

 資本金 3,270,974,000 円 

 所在地 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 19 階 

 証券コード 4329（JASDAQ） 

 事業概要 大手企業向けパッケージソフト「ＣＯＭＰＡＮＹ®」の開発・販売・サポート 

 

■「ＣＯＭＰＡＮＹ®」製品群 

・「ＣＯＭＰＡＮＹ®人事・給与」 

・「ＣＯＭＰＡＮＹ® Web Service」（Web 申請・照会、ワークフローシステム） 

・「ＣＯＭＰＡＮＹ® 就労・プロジェクト管理 」（勤怠、プロジェクト工数管理システム） 

・「ＣＯＭＰＡＮＹ® Knowledge information Portal® 」 

    （ナレッジマネジメント、グループウェア、従業員ポータルシステム） 

・ ｢ＣＯＭＰＡＮＹ® Learning Management®｣（e ラーニング、教育・学習管理システム） 

・ ｢ＣＯＭＰＡＮＹ® Financial Management｣（一般会計、管理会計など） 

・ ｢ＣＯＭＰＡＮＹ® Business Management｣（債権・債務管理、手形管理、取引管理など） 

・ ｢ＣＯＭＰＡＮＹ® Assets Management｣（固定資産管理、リース資産管理など） 

・ ｢ＣＯＭＰＡＮＹ® Cash Management｣ 

    （資金管理、キャッシュマネジメント、資金調達、資金運用など） 

 

※【商標について】記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。 

 

 
この件に関するお問い合わせ先 
株式会社ワークスアプリケーションズ（http://www.worksap.co.jp/） 
〒107-6019 東京都港区赤坂1-12-32  アーク森ビル19階 
＜広報窓口＞ 

Tel：03‐6229‐1203 Fax：03‐6229‐1201 

E-mail：pr@worksap.co.jp 
＜営業窓口＞ 

Tel：03‐6229‐1210 Fax：03‐6229‐1211 


