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実際に同行のサーバーに DynaTrek を
は同年 12 月だ。

ソースの関係を定義して仮想的に統合

提案をしてくれました」と話す。

では法人営業推進に関する様々な情報
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内の膨大な情報と紐づけることが可能
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略や営業現場での行動計画の
PDCA を高速に回すエンジンの役
割を担ってくれることを期待し
ています。」
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鹿児島銀行 営業統括部 主任調査役 萩

法個一体型営業の実現に向け
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発展してきたシステムを
融合する
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動のもと、法人・個人それぞれのお客様
との幅広いリレーションを築いてきま
した。一方で更なる収益力の強化を目指
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を活用することで、そこに勤務する従業

ぐ」点であることに着目。同行の経営資
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源を駆使することで、地域に存在する
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可能性を「つなぐ」ことで、地域との共

務する従業員との取引を、勤務先の法人

存共栄を実現していく考えを打ち出し

の取引と一体で捉えることにより、法人

た。営業面においては、取引先企業とそ

に対してより良い提案を行うこともでき

の企業内個人（従業員）を一体として捉
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え、包括的に営業活動を進める “法個一

け営業を融合した戦略の実現には、CRM

体型営業” の強化を重要なテーマに掲げ

や KeyMan（融 資 支 援 シ ス テ ム）
、MCIF や

ている。

収益管理など複数のデータソースに散在
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