01_価値創造ストーリー

02_価値創造戦略

03_事業別戦略

04_データ

特集

会社の発展を支えるプロダクトと
機能開発
事業責任者メッセージ

前身サービス
「Link Knowledge」から「Sansan」へ。

創業メンバーである、Sansan ／Bill One 事業のビジネスサイドを統括する富岡 圭と、

Eight 事業と技術本部を担当する塩見 賢治の 2 人が、
当社の今日までとこれからを語り、当社グループが見据える未来を明らかにしていきます。

る機能」を提供するようにしました。具体的には、人事異動
情報の自動配信やメール一括配信等の顧客管理・マーケティ
ングに適した機能を備え、営業力を強化できるようになりま
した。

そして「Eight」
「Bill One」。これまでの事業、技術の進展に
ついて教えてください。

塩見

その頃、私はすでに2012年にローンチした「Eight」に

集中していました。当時、
「Link Knowledge」の事業としての
富岡 圭（以下、富岡） そもそも「Link Knowledge」につな

広がりが遅いと感じていました。そこで、個人向けのプロダク

がるアイデアは、CEOの寺田が商社勤務の時に感じた課題を

トをリリースして、一気に裾野を広げたほうがいいのではない

起点としています。商社という人脈の宝庫にいながら、組織構

かという判断から、コンパクトに新しい事業部を立ち上げて、

造上によるものなのか、その効率的な共有できていなかった。

名刺管理の個人版である「Eight」の開発を進めていたのです。

価値創造戦略

創業 15 年。
マルチプロダクト体制で次のフェーズへ

価値創造ストーリー

事業責任者メッセージ

仮に1人ひとりが持っている名刺情報を社内で共有できれば、
大きな営業チャンスが生まれるのではないか。そういう発想か
ら始まっています。

「Sansan」と「Eight」の相乗効果
大きく2つの事業があることの相乗効果とはどのようなも

塩見 賢 治（以下、塩 見） 当初は“名刺が企 業活動のOSに

のでしょうか。

なる”というコンセプトで「名刺 OS」と称していました。
「Link
富岡 「Eight」は個人向けのアプリとしてリリースされた後、

たものです。

ユーザー数の伸びがすごかったので、
「Sansan」に対しても

事業別戦略

Knowledge」というプロダクト名は、実は創業してから決まっ

非常にインパクトがあったと思っています。
富岡 「Link Knowledge」のリリースは2007年 10月1日。そ

「Sansan」のテレビCMは大きな効果を生み出しましたが、
やはり企業向けのサービスですので、リーチできるところは限

と、裏側で私たちがデータ化して、
ウェブ上で検索や参照が

られています。一方、
「Eight」は個人向けなので、裾野が桁違

できるようになるというものでした。営業や技術の発展といっ

いに広い。そのことは「Sansan」にも好影響を与えたと思い

た日々の活動を地 道に積み上げて、2013 年 4月には導入 企

ます。
「Sansan」のことは知らなくても、
「Eight」は使ってい

業が 1,500 社を超え、業界シェアNo.1となりました。そこで、

ますといった話をよく聞きましたから。そこでの評判とか認知

2013 年 8月に、サービスの名称を「Link Knowledge」から

が、
「Sansan」のビジネスにつながってきた面はすごく大きい

「Sansan」に変更し、会社名に込めた「ビジネスにおける出

データ

の機能は非常にシンプルで、ユーザーが名刺をスキャンする

と感じています。

会いの証＝名刺を資産に変え、人と人（〜さん（＝San）と〜
さん（＝San））をつなげることで、働き方に革新を起こす」と

塩見

いうビジョンを体現するプロダクトとして、法人向け名刺管理

まだまだという思いのほうが強いです。今、
「Eight」は約300万

サービス
「Sansan」のブランド価値を訴求していくことにしま

人のユーザーに使っていただいていますが、それでももっとユー

した。その訴求のために、業界初となるテレビCMも打ちまし

ザーが増えていかないと、
「Eight」というプロダクト上で名刺交

た。それでぐっと認知が広がり、1 段 2 段、フェーズが変わった

換をすることが一般的になる世界は訪れないと思っています。

そうした相乗効果はもちろん期待していたものですが、

印象がありました。
富 岡 「Sansan」ユーザーからの 要 望もあって、 例えば、
この頃、機能開発としてはどのような進化があったので
しょうか。
取締役／執行役員／ CISO ／ DPO ／

取締役／執行役員／ CRO ／

技術本部・Eight 事業部担当

ビジネス統括本部担当

塩見 賢治

64

Sansan 株式会社

富岡 圭

「Eight」で名刺をアップデートすると、
「Sansan」の人事異動
情報もアップデートされるといったことができないか等、ビジ
ネスパーソンと企業の重なりみたいな部分で、
「Sansan」と

富岡 「入 力オペレーターによる正確なデータベース構 築 」
に加えて、
「組織で名刺情報を共有して収益の拡大につなげ

「Eight」のシナジーというか、ユーザーの価値につなげられる
部分があると思っています。
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カスタマーサクセスの必要性
Sansanの発展に、カスタマーサクセスのアプローチが
どのような役割を果たしているとお考えですか。
富岡

03_事業別戦略

ユーザーの成功を支えるカスタマーサクセスは、非常

塩見

シンプルだけども非常に良いものができたという時にコロナ禍

富岡

となりましたが、ユーザーのリモートワーク実現の後押しにも

組織に営業もエンジニアもいましたが、プロダクトが増えてく

だけのメンバーもいますし、実際に事業としてのコンセプトも

なるのではないかということでローンチしました。法改正等の

ると、リソースやオペレーションの重複がスピードダウンにつ

かなりクリアになったと考えています。「出会いからイノベー

追い風も吹いたと受け止めています。

ながっていた面がありました。そこで、営業部門とマーケティ

ションを生み出す」というミッションに向けて、ステージを1つ

ング部門を集約したビジネス統括本部と、開発部門と研究組

上げる準備はできたと思うので、しっかりやっていきたいと考

織等を集約した技術本部を新設し、この2つの本部が両輪と

えています。

塩見

請求書は、郵送で届く紙のものであったり、メール添

これまでプロダクトベースの事業部制で、それぞれの

創業から15 年経ち、さらに大きなチャレンジができる

に地味な作業です。人のつながりの情報をきちんとデータベー

付のPDFだったり、書式も企業ごとにバラバラです。であれ

ス化して、アップデートし続ける。そのためには、やはり習慣

ば、非定型の名刺を10 年以上にわたり正確にデータ化してき

化が鍵になります。それを泥臭くサポートしていくというのがカ

た「Sansan」のテクノロジーとオペレーションが活かせるので

塩見

スタマーサクセスの役割です。実はカスタマーサクセスという

はないかというのが最初の発想です。
今後は、2023 年 10月か

合理的ではありました。しかしながらプロダクトの増加に伴っ

「Sansan」をどう立ち上げられるのか、これをきちんと遂行し、

部門を最初に立ち上げたのは、塩見さんなんですよね。

ら導入予定のインボイス制度に対応した機能拡充を随時行っ

て、どうしてもエンジニアが分散してしまっている課題感を感

ミッション、ビジョンに寄与できるように頑張っていきます。ご

ていく予定です。

じていました。エンジニアを一度集めて、プロダクトの共通基

期待ください。

「お、面白い」とか、何かが得られるというものではなく、今

して、プロダクトの成長を引っぱっていく形に移行しました。
富岡
事業部制は、それぞれの最適解を求める体制としては

弊 社 にとって大きな 転 換 期 を 迎 えていると思って

います。特に、プロダクトの刷 新を行った営 業 DXサービス

盤をつくることができれば、プロジェクトの立ち上がりも成長
「Sansan」についてはいかがですか。

持っている名刺情報を取り込むことで初めて価値が生まれてく

も、もっと加速することができる。そうなれば、
「Sansan」で
しか適用できなかったテクノロジーが、例えば「Eight」でも

富岡

今回、
「Sansan」は、
「 営業 DXサービス」だと再定義し

利用できるようになったり、
「Bill One」の技術を他のプロダク

ことは、それこそCEOの寺田の号令の下、かなり力を入れて

ました。創業以来、初めて「Sansan」から名刺というキーワー

トに持って来ることも非常にやりやすくなったり。まだまだ道

やってきたことです。

ドが外れ、新たな勝負をしていこうとしているところです。特

半ばですが、社内の技術を再配置できる、底上げできる、そ

徴的なところでは、企業データベースを標準搭載したり、メー

ういった組織体制だと言えます。
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る。なので、とにかくその初動の部分を徹底してやろうという

実際、社内各部署、各人でこれまでに蓄えてきた名刺

価値創造戦略

塩見 「Sansan」も「Eight」も、インストールしたらいきなり

富岡
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ル署名やウェブフォームから顧客情報を蓄積できるようにした

を「Sansan」に取り込むのが面倒という気持ちも分かります。

り、より複合的に出会いの価値を高める方向にシフトしていま

それに対して、
「スキャナがあるので簡単ですよ」と促している

す。今まで15 年やってきましたが、もう一度「Sansan」を新た

だけでは前に進みません。私たちは、まずユーザーのオフィス

に立ち上げるつもりで、次の10年、15 年に向けたベースをつく

に出向き、その膨大な名刺を、指に力が入らなくなるんじゃな

り上げる覚悟で取り組んでいます。

最後に、それぞれ今後の抱負をお聞かせください。

「Eight」についてもお聞かせください。
塩見

そういう地道な活動こそ非常に重要で、カスタマーサク

セスの王道だと思います。実は、今でもユーザーの名刺のス

塩見

キャン代行はやっています。

くというコンセプトにシフトし、ビジネスのライフタイムを通じ

現在は、自分のキャリアを「Eight」を通してつくってい

て使っていただけるように進化しています。具体的には、転職、

コロナ禍でのプロダクトマネジメント
インボイス管理サービス
「Bill One」が非常に好調です。

学び、イベント参加といった領域としっかりとミートさせること
に注力しています。そういった展開を踏まえて、今まで以上の
ユーザーを獲得したいと思っています。

コロナ禍の影響も踏まえ、今後の展望についてお聞かせくだ
さい。
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マルチプロダクト体制で目指すもの

富岡 「Bill One」は2020 年にリリースし、2022年 5月時点に

「ビジネス統括本部」
「プロダクト組織」
「技術本部」の3つ

おける有料契約件数は776件となっています。
プロジェクト自

の組織からなるマルチプロダクト体制となりました。その狙い

体は 3 〜 4 年前から動いていました。ずっと社内で揉んできて、

はどんなところにあるのでしょうか。

Sansan 株式会社

データ

いかと思うほど、スキャンしてデータ化していました。

報告セグメントの構成
Sansan ／ Bill One 事業では、企業向けにサービ
スを提供しており、創業サービスである営業 DXサービ

連結売上高の構成*1
単位：百万円

ス
「Sansan」は、連結売上高の約 87 ％を占め、当社

■ Sansan ／ Bill One 事業

グループの収益の柱となっています。また、同セグメン

■ その他／調整額

ト内のインボイス管理サービス
「Bill One」は、2020 年

5月のサービス開始以来、高成長が継続しています。
Eight事業では、個人向けのアプリとしてキャリアプ
ロフィール「Eight」を提供しており、登録ユーザー 300
万人以上のネットワークを活用した、さまざまな企業向
けサービスの提供を行うことで収益化を進めています。

■ Eight 事業

2,213

121

20,420
18,105

*1 2022 年 5月期、報告セグメント外の僅少なその他のサービスはその他、連結
消去（売上高）及びセグメントに配賦しない各種コストは調整額に計上
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