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HubSpot無料アカウントの概要説明

HubSpotとは？

インバウンドマーケティング＆営業効率化に特化した「MAツール」です。

MAツールとは？

マーケティングオートメーションツール。Webマーケティングを自動的に行う
ツールです。Google Analyticsの次に、中小企業でも導入されていて当たり前に
なりつつあります。数あるMAツールの中でも「HubSpot」は中小企業向けに価格
設定・仕様設計されています。
結果、世界6万社にて導入されており、世界シェアはNo.1です。

HubSpot無料アカウントとは？

HubSpotが無料配布している仕様確認用のアカウントです。

無料とは言え、webマーケティングを行う上で最低限必要な機能を網羅したパッケージです。有料版と比較すると制限は一部有るものの、
アクセス解析を含む「顧客情報管理機能(CRM)」や「メルマガ機能」といった機能が利用できます。また定期的にログインすることで、
ずっと無料にて利用可能だと謳われていることも、高評価をいただいている理由の1つです。
※半年間ログインをしなかった場合、無料アカウントが自動的に使用不可能になります。

前述した理由により、HubSpotの有料プランもしくは他社MAやCRMツールを導入する前に、「HubSpot無料アカウント」を一度試して
みることをお勧めします。特に「顧客情報を管理したい」「アクセス解析のハードルを下げたい」という要望でしたら、無料版だけでも
十分なスペックを有しています。※無料アカウントは、専用フォームからお申込みいただけます。費用は一切不要です。

HubSpot無料アカウントを、徹底的に活用するためには？

実際に何をどのように活用すれば良いのか。どういった点を重視すべきなのか。
7点に絞って「スグにできる事」を、多くのスクリーンショットをもとにお答えいたします。

https://mag.ibis.gs/marketing/hubspotfree_series/


目次：HubSpot無料アカウントでスグにできる事×7点

HubSpotのトラッキングコードをサイトに追加するだけで、顧
客の「サイト流入元」「ページ閲覧履歴」「フォーム送信内
容」を蓄積し、時系列にて表示可能です。
Google Analyticsの知識が無くてもアクセス解析ができ、広告
の費用対効果も算出可能です。

【その1】既存サイトとHubSpotの連携

HubSpotに蓄積できる顧客情報を増やすため、どのように既
存フォームを調整すべきかを紹介しています。
これにより、顧客情報データベースとしてHubSpotをさらに
有効活用できます。顧客情報を手動登録している工数を削減
可能です。

【その2】顧客情報をより多く蓄積する

PDFのどのページを、どれだけ閲覧されているかを顧客毎に
蓄積できます。サービスや取扱商品が多い企業様ですと、カ
タログPDFの閲覧状況から顧客の興味・関心を推測可能です。
営業は的確な案内が可能になり、顧客満足度を改善できます。

【その3】PDFの閲覧履歴をページ単位で蓄積する

ほしい顧客情報をすぐに把握できるよう、顧客詳細ページを
どのように調整するかを紹介しています。
業種や企業によってだけではなく、同じ企業内でも部署や役
職によって欲しい顧客情報は異なります。この設定により、
顧客情報を探す工数を削減可能です。

【その4】顧客情報を管理しやすくカスタマイズする

膨大な顧客情報を効率良く管理・活用するため、顧客一覧ペー
ジをどのように調整するかを紹介しています。
特に「マーケティング担当者」や「役職者」が必要とする、各
顧客の一部情報や全体傾向などを把握する工数を削減可能です。

【その5】大量の顧客情報を一覧で効率よく管理する

顧客毎に「会社情報」や「案件情報」を登録する方法を紹介
しています。特に案件情報を登録すると、チーム全体の売上
や売上見込をリアルタイムで把握することが可能です。
これにより経営者や役職者は、常に更新される数値をもとに
状況把握や諸判断が可能になります。

【その6】顧客情報に会社と案件(取引)の情報を追加する

開封率や購読継続率が高いメルマガを作成・配信する方法を紹
介しています。顧客毎に最適なメルマガを届けるフローは、
「顧客情報」と「メルマガツール」が同一システムに含まれて
いるHubSpotが有ると実現可能です。
顧客リストのインポート/エクスポート工数を削減可能です。

【その7】相手毎に最適なメルマガを配信する



【その1】
既存サイトとHubSpotの連携

MAツールとしてシェアを世界No.1まで拡大できたのは、サイトとの連携が非常に簡単であることが一因になっ
ていると言えます。そして連携することで、下記をもとにしたアクセス解析や顧客情報管理が可能になります。

・サイト流入元、ページ閲覧履歴
・フォーム送信内容

既存サイトとHubSpotを連携する方法は、下記の2通りです。

・HubSpotのサイト構築・管理機能(CMS)を使い、サイトを移行する
・既存サイトにトラッキングコードを埋め込む

HubSpot無料アカウントでは、後者の連携方法「既存サイトにトラッキングコードを埋め込む」が可能です。
こちらでしたら、既存サイトも活用できますし、現在のサイト管理業者様との関係を維持したまま、
より高度なマーケティング戦略を生み出すことが可能になります。



【その1】既存サイトとHubSpotの連携：メリット

連携すると、フォーム送信者の下記情報が
HubSpotの「顧客情報管理機能(CRM)」に蓄積されます。

・サイト流入元
・ページ閲覧履歴
・フォーム送信内容

例えば「Aさん」が問合せを行った場合、Aさんが問合せの前後
にどのページを閲覧していたか、そもそもどのようにしてサイト
にアクセスしたか等を、時系列で把握することが可能です。
左の画像が実際のHubSpot「顧客情報ページ」のスクリーン
ショットです。※一部をグレー色に塗っています。

Aさんの例ですと、左記のような情報が蓄積されます。
そして下記を推測できます。

・問合せ獲得には、Google広告が有効
・Aさんは「サービスB」にも興味がある可能性
・同じページ遷移を強化することで、

Aさんのような問合せを増やせる可能性



【その1】既存サイトとHubSpotの連携：仕様

既存サイトとHubSpotを連携することで、
HubSpot無料アカウントにデフォルトで備わっている
「顧客情報管理機能(CRM)」に下記情報を蓄積できます。

・お問合わせ(初回分)以前のページ閲覧履歴：制限なし
・お問合わせ(初回分)以後のページ閲覧履歴：7日間 【※1】
・お問合わせの件数：制限なし
・上記情報を蓄積できる顧客数：1,000件

上記の情報さえあれば、冒頭で説明した
下記の把握や推測が可能になります。

・どのようなページを辿ってお問合わせに至ったのか
・想定外のページを辿っている場合は、

本来のルートになるよう改修すべきか
・現在のルートを増強すべきか
・広告の効果測定（削減・注力対象の特定）

【※1】有料版（月額6,000円～）ですと、
蓄積対象期間「7日間」が「無制限」になります。



【その1】既存サイトとHubSpotの連携：HubSpotを導入した弊社が感じたメリット・効果

1
弊社がHubSpotを導入する前は、アクセス情報
は「Google Analytics」、フォーム送信内容は
「Gmail」等というように、別々の画面から欲
しい情報を収集する必要がありました。

しかし、HubSpot導入後は、上記情報が自動的
に顧客情報ページに集約されるため、情報把握
スピードが飛躍的に改善されました。

2
「Google Analytics」でアクセス情報を得るた
めには、操作方法や解析知識が必要でした。

しかし、HubSpotでは判りやすく時系列で表示
されるため、Google Analyticsの操作知識が無
いメンバーでも、簡単にアクセス解析を行える
ようになりました。

結果、問合せがどのページを経由した発生した
かの把握が簡単になり、サイト改善のスピード
が改善されました。

3
アクセス解析のハードルが下がることで、可能
になるのが「広告の効果測定」です。効果測定
は「広告の費用」と「広告から獲得できた売
上」の2点さえあれば、算出可能です。

チラシのようなアナログ広告は効果測定が難し
そうなイメージがありますが、専用LPを用意す
ることで特定は可能です。

これにより「売上に繋がる広告」「売上に繋が
らない広告」が明確になり、費用の削減・注力
対象が明確になります。

HubSpot無料アカウントを利用すると、このような環境を即時に整えることが可能です。

「アクセス解析が必要なのは判っているけど、時間が無いから実施できていない。
かと言ってツールは有料だから稟議書を出すのが面倒…。」とお悩みの方にお勧めします。



【その1】既存サイトとHubSpotの連携：設定手順

自社サイトとHubSpotを連携する手順は非常に簡単です。
HubSpot管理画面にて用意されている専用トラッキングコードを、
サイトの各ページにある＜/body＞タグの直前に貼るだけです。

(1)HubSpot管理画面のヘッダー右側にある
アイコン「歯車」をクリック

(2)画面左側にあるテキストリンク
「トラッキングコード」をクリック

(3)画面右下にある「トラッキングコード」を
サイトの各ページにある＜/body＞タグの直前に追加



【その2】
既存フォームから顧客情報をより多く蓄積する

既存サイトとHubSpotを連携することにより、顧客情報をHubSpotに蓄積することが可能になりました。

フォームの仕様によってHubSpotに蓄積される内容は異なるのですが、「より多くの顧客情報を蓄積したい」と
感じられている方が多いと推測します。メールアドレスは蓄積されるものの、本文が蓄積されないのでは、顧客
情報として役に立ちません。逆にそれらが自動的に蓄積されると、手入力する工数が削減でき、作業漏れなどの
ヒューマンエラーも防止できます。

これらを実現する方法として、HubSpot無料アカウントでは下記2通りの方法が準備されています。

・[A] HubSpotのフォーム作成機能を利用する
・[B] 既存フォームの仕様を変更する

それぞれのメリットと設定方法を解説します。



【その2】顧客情報をより多く蓄積する：[A] HubSpotのフォーム作成機能を利用する手順（1）

方法[A]は、HubSpotで手軽にフォームを
作成＆導入できる方法です。
例えばフォームをスピーディーかつ無料で作成する必要が
ある場合は、HubSpotのフォーム作成機能が有効だといえます。

※無料版では「HubSpotロゴ」が表示されます。有料版（月額
6,000円～）ですと、「HubSpotロゴ」が非表示になります。

設定するには、まず下記手順にて
フォーム作成画面にアクセスします。

(1)管理画面のヘッダーにある
メニュー「マーケティング」→「フォーム」の順に選択

(2)表示される画面の右上にある
オレンジ色ボタン「フォームを作成」をクリック



【その2】顧客情報をより多く蓄積する：[A] HubSpotのフォーム作成機能を利用する手順（2）

(1)「定型フォーム」を選択

(2)画面の右上にあるオレンジ色ボタン「次へ」をクリック

(1)「空白のテンプレート」を選択

(2)画面の右上にあるオレンジ色ボタン「開始」をクリック



【その2】顧客情報をより多く蓄積する：[A] HubSpotのフォーム作成機能を利用する手順（3）

(1)画面上部にてフォームの名前を入力

(2)画面左側から追加したい項目をドラッグ＆ドロップ
※欄「新規フィールドを作成」にて、

存在しない項目を作成することも可能です

(3)画面の右上にあるオレンジ色ボタン「公開」をクリック

「フォームが公開されました」というメッセージが表示されます。

タブ「リンクをシェア」にて表示されているリンクに
アクセスすると、先ほどのフォームだけのページが表示されます。



【その2】顧客情報をより多く蓄積する：[A] HubSpotのフォーム作成機能を利用する手順（4）

また、下記方法にて設定したフォームを
他ページに追加することも可能です。

(1)タブ「埋め込みコード」クリック

(2)表示された埋め込みコードを、ページに貼りつける



【その2】顧客情報をより多く蓄積する：[B] 既存フォームの仕様を変更する手順（1）

方法[B]は既存フォームをHubSpot仕様に合わせ、
既存フォームのままコンタクト情報をより多く蓄積する方法です。
「HubSpotのロゴ」が表示される[A] を避けたい場合は、
有料版を契約していただくか、
こちらの[B] を採用していただく必要があります。

具体的な調整方法は、既存フォームの
タグ＜input＞に含まれている「name属性」を、
HubSpotで設定されているものと同じにするだけです。
例えば項目「氏名」の場合は、
HubSpotの同項目の内部名である「lastname」に変更します。

各項目のHubSpot内部名を調べる方法は下記です。

(1)管理画面のヘッダーにあるアイコン「設定」をクリック

(2)表示される画面の左側にある「プロパティー」をクリック

(3)調べたい項目名リンクをクリック



【その2】顧客情報をより多く蓄積する：[B] 既存フォームの仕様を変更する手順（2）

すると、各項目の詳細画面が表示されます。
項目「内部名」に書かれている英数字が、HubSpot内部名です。
こちらを既存フォームのタグ＜input＞に含まれている
「name属性」に入れることで、蓄積が可能になります。

※注意事項は「単行テキスト」項目しか蓄積できない点です。
下記のような項目を蓄積したい場合、
単行テキスト化する必要があります。

・複行テキスト項目
・ラジオボタン項目
・プルダウン項目 など

※本来は蓄積されない「プルダウン項目」ですが、
都道府県に関しては特殊な設定で蓄積できます。
別途ご案内いたします。



【その3】
PDFの閲覧履歴をページ単位で蓄積する

上記記事にて案内した方法により、「各種フォームの送信内容」を顧客情報として更に蓄積することが可能にな
りました。しかしHubSpotでは更に多くの顧客情報を蓄積することが可能でして、「PDFの閲覧履歴（ページ単
位）」も含まれます。具体的には、PDF内のどのページが長く閲覧されたかを蓄積できます。

PDF内の各ページの閲覧時間を把握できると「お客様は該当ページに載っているサービスに興味が有る」と推測
できます。営業する際は、そのサービスを積極的にアピールすることで契約獲得が一気に近付くと言えます。お
客様側からしても、興味があったサービスの情報を優先的に入手できるため、お互いにとって良い打合せが可能
になると推測します。

特に、全サービスが収録された「総合カタログPDF」をサイトに掲載されている企業様は、売上アップに繋がる
情報を追加獲得することができますので、設定を推奨します。

それぞれの設定方法を解説します。



【その3】PDFの閲覧履歴をページ単位で蓄積する：設定手順（1）

設定するには、まず下記手順にてPDFを
HubSpotにアップロードします。

(1)管理画面のヘッダーにある
メニュー「セールス」→「ドキュメント」の順に選択

(2)表示される画面の右側にある
オレンジ色ボタン「新しいドキュメントをアップロード」→
「ローカルファイル」の順に選択

(3)PC内にあるPDFを選択
※項目「ファイルマネージャー」を選択すると、

HubSpotにアップロードしたPDFから選択できます
※アップロードするPDFは通常のもので結構です。

ページ毎の蓄積を可能にする調整は、
HubSpotが自動的に行います。

(1)該当ファイル名の上にマウスを移動（マウスオーバー）

(2)「共有可能なリンクを作成」をクリック



【その3】PDFの閲覧履歴をページ単位で蓄積する：設定手順（2）

(1)PDFアップロード者のメールアドレスを入力【※1】

(2)オレンジ色ボタン「共有可能なリンクを作成」をクリック

【※1】

(1)で入力するメールアドレスは、項目「共有オプション」が
「OFF」の時にのみ活用されます。
また、項目「共有オプション」をOFFにするのは、下記用途に該
当する場合のみです。
PDF閲覧時のメールアドレス入力が不要になる代わりに、
(1)で入力したメールアドレスに閲覧履歴が蓄積されます。

・1人ずつに「PDF閲覧用アドレス(URL)」を作成する

下記用途のいずれかに該当する場合は、項目「共有オプション」
をONのままにしてください。
PDF閲覧時のメールアドレス入力が必要になる代わりに、
各メールアドレスに閲覧履歴が蓄積されます。

・多人数に同じ「PDF閲覧用アドレス(URL)」を配信する
・サイトから「PDF閲覧用アドレス(URL)」にリンクを張る



【その3】PDFの閲覧履歴をページ単位で蓄積する：設定手順（3）

リンクをコピーし、お客様に通知もしくは、
サイトからリンクを張ります。

項目「共有オプション」を「ON」にした場合、
お客様が上記リンクにアクセスすると
メールアドレスの入力画面が表示されます。
入力後は、下記画面のようにPDFが表示されます。

※有料版（月額6,000円～）ですと、
画面左下の「HubSpotロゴ」が非表示になります。



【その3】PDFの閲覧履歴をページ単位で蓄積する：蓄積されたPDF閲覧履歴（ページ単位）を確認する方法

蓄積されたPDF閲覧履歴（ページ単位）は、
「顧客情報管理機能(CRM)」の各詳細ページにて確認できます。

具体的には、上記のような表記が追加されます。
各ページの「タイトル」と「閲覧時間」が
ページ毎に羅列されます。
タイトルは、各ページの見出しをHubSpotが自動的に抽出します。

さらに各ページの右側にあるアイコン「i」に
マウスオーバーすると、各ページのサムネイルが表示されます。
同じタイトルのページが並んだ際に、便利な機能です。



【その4】
顧客情報を管理しやすくカスタマイズする

これまでの設定によって、顧客情報や閲覧情報をHubSpotに蓄積できました。
しかし、次の疑問は「HubSpotの管理画面上で、顧客情報をどのように閲覧・活用できるか」です。

どの項目を蓄積するか、どの項目を表示するかを工夫することで、
HubSpot「顧客情報管理機能(CRM)」の使いやすさは劇的に改善可能です。

特に営業や電話を取り次ぐ窓口の方は、即座に顧客情報を確認する必要があるため、
確認工数が大幅に削減できます。
さらにお客様を待たせることなく最新の情報をもとに各種案内が可能になるため、
顧客満足度や契約率の向上にも繋がると推測します。

まずはHubSpot無料アカウントを導入し、さまざまな可能性を模索することを推奨します。

さっそく、それぞれの設定方法を解説します。



【その4】顧客情報を管理しやすくカスタマイズする：仕様

企業が管理すべき顧客情報には、ざまざまな項目が含まれます。
よく使用される左図のような項目などが、
HubSpotではデフォルトとして100項目以上も設定されています。

特に「サイトのページ閲覧数」「最新のメルマガ開封日」は、
それぞれ「アクセス解析機能」「メルマガ機能」が
同一システムに含まれているHubSpotならではの項目と言えます。
当然、これらの情報は「顧客リスト」「スコアリング(数値化さ
れた契約確度)」等とリアルタイムで相互更新されます。
つまり、他ツールからHubSpotへCSVを
インポートする必要は無くなり、かつ最新の情報をもとに
メルマガ配信や販売戦略などを判断することが可能になります。

また、業種や企業によっては、左記に含まれていない
「独自項目」が必要になります。特にさまざまなサービスを取り
扱っている企業様は「サービスカテゴリ」が必須になります。
どのような業種や企業にも対応できるよう、
HubSpotでは「独自項目」の設定も可能です。

さらに同じ企業の社員でも、立場によって
重視する項目は異なります。例えば、マーケティング担当者は
「メルマガ開封日」、営業担当者は「電話番号」などです。
HubSpotでは、管理画面にログインする「アカウント」毎に、表
示する項目や順番なども設定可能です。



【その4】顧客情報を管理しやすくカスタマイズする：独自項目を設定する方法（1）

設定するには、まず下記手順にて
個人情報管理ページにアクセスし、専用ボタンをクリックします。

(1)管理画面のヘッダーにある
メニュー「コンタクト」→「コンタクト」の順に選択

(2)表示される顧客リストの中から、
いずれかの名前(テキストリンク)をクリック

(3)表示される顧客情報(詳細)ページの左側にある
ボタン「詳細を表示」をクリック



【その4】顧客情報を管理しやすくカスタマイズする：独自項目を設定する方法（2）

(1)ボタン「コンタクトのプロパティーを作成」をクリック

(1)ボタン「コンタクトを作成」をクリック



【その4】顧客情報を管理しやすくカスタマイズする：独自項目を設定する方法（3）

(1)項目「ラベル」を入力
※顧客情報管理ページなどで表示される項目名です。

(2)項目「内部名」を入力
※HubSpotシステム内で使用される項目名です。

使用可能：小文字のa～z、数値0～9、下線のみ。

(3)項目「フィールドタイプ」を入力
※入力欄のタイプを選択します。

選択可能：「ドロップダウン」「日付選択カレンダー」など。

(4)ボタン「コンタクトを作成」をクリック

※項目「フォームで表示」にチェックが入っている場合、フォー
ム編集画面にて今回作成した項目を選択できるようになります。
チェックを外すことで、本来は使用すべきではない項目をフォー
ムで使用してしまう事故を防ぐことも可能です。



【その4】顧客情報を管理しやすくカスタマイズする：独自項目を設定する方法（4）

登録した項目が存在していかを確認するには、
下記操作を行います。

(1)検索ボックスにて、登録した項目名を入力

(2)画面下部にて、登録した項目名が存在するかを確認



【その4】顧客情報を管理しやすくカスタマイズする：顧客情報(詳細)ページに表示する項目と順番を変更する方法（1）

前述のとおり、同じ企業の社員でも立場によって
重視する「顧客情報の項目」は異なります。
HubSpotでは社員（=アカウント）毎に、
表示する項目や順番なども変更可能です。

具体的には顧客情報(詳細)ページで、
赤枠部分の内容や順番を変更できます。



【その4】顧客情報を管理しやすくカスタマイズする：顧客情報(詳細)ページに表示する項目と順番を変更する方法（2）

(1)管理画面のヘッダーにある
メニュー「コンタクト」→「コンタクト」の順に選択

(2)表示される顧客リストの中から、
いずれかの名前(テキストリンク)をクリック

(3)表示される顧客情報(詳細)ページの左側にある
ボタン「詳細を表示」をクリック



【その4】顧客情報を管理しやすくカスタマイズする：顧客情報(詳細)ページに表示する項目と順番を変更する方法（3）

(1)検索ボックスにて、追加表示したい項目名を入力

(2)画面下部にて、表示された項目名の右にある
ボタン「ビューに追加」をクリック



【その4】顧客情報を管理しやすくカスタマイズする：顧客情報(詳細)ページに表示する項目と順番を変更する方法（4）

同じ画面の左下に追加項目が表示されます。
他に、下記操作も可能です。

・順番を変更：項目の左側（画像内の2）を
ドラッグ＆ドロップ

・項目を非表示：項目の左側（画像内の3）をクリック



【その4】顧客情報を管理しやすくカスタマイズする：顧客情報(詳細)ページに表示する項目と順番を変更する方法（5）

【注意】

全社員、もしくはチーム全員が共通して表示する項目を
設定する場合は、下記画面のテキストリンク「規定のプロパ
ティーを設定」をクリックすることで専用画面が表示されます。
こちらで設定した項目は、下記ルールが適用されます。

・個人毎に非表示にできない
・個人毎に表示順を変更できる



【その5】
大量の顧客情報を一覧で効率よく管理する

これまでの設定によって、顧客情報やサイト閲覧履歴をHubSpotに蓄積できました。

しかし、顧客毎に大量の情報を蓄積できるようになったものの、顧客人数が多いと
それに比例した膨大な顧客情報を管理する必要が発生します。
その膨大な顧客情報量から「目的の顧客情報」を探し出すことになると、更に困難になります。
そのような事態を防げるよう、HubSpotには大量の顧客を効率良く管理できる機能が備わっています。

具体的には顧客情報に存在する100以上の項目をもとに、
部署毎に異なる「必要な顧客情報」を用途に合わせて絞込み表示することが可能です。
部署やチームメンバーが多い企業様でも、不自由なく使用できる柔軟な仕様になっています。

さらにHubSpotは、蓄積した顧客情報をもとに「顧客リストの自動更新」「メルマガの自動配信」
「ページやメルマガ閲覧履歴などによる契約確度の自動算出」「サイトの内容を自動切替」などを可能にしてい
ます。これらの機能を充実させるために、顧客情報管理機能に注力していたとも言えます。



【その5】大量の顧客情報を一覧で効率よく管理する：一覧ページの仕様

今回カスタマイズする画面は、これらの顧客情報の
「詳細ページ」へのリンクをまとめている「一覧ページ」です。
アクセスするには、下記操作を行います。

(1)管理画面のヘッダーにある
メニュー「コンタクト」→「コンタクト」の順に選択

また「顧客情報の一覧ページ」では、
下記カスタマイズが可能です。

・顧客の表示順序を変更する
例：名前をもとに、あいうえお順に表示
例：問合せ日順に表示

・表示する項目を変更する
例：最新のメール開封日を表示
例：閲覧ページ数を表示

・表示する顧客を絞る（=フィルターを設定・保存する）
例：「担当者A」の顧客のみ表示
例：「サービスB」に興味がある顧客のみ表示



【その5】大量の顧客情報を一覧で効率よく管理する：顧客の表示順序を変更する手順

下記例のように、顧客の表示順序を変更します。
デフォルト状態では、登録順になっています。

・例：名前をもとに、あいうえお順に表示
・例：問合せ日順に表示

変更方法は下記です。

(1)表示順の基準となる「項目名」をクリック
※再度クリックすることで降順と昇順を切り替えます。



【その5】大量の顧客情報を一覧で効率よく管理する：表示項目を変更する手順（1）

下記例のように、表示する項目を変更します。

・例：最新のメール開封日を表示
・例：閲覧ページ数を表示

下記操作を行い、設定画面にアクセスします。

(1)画面右側にある
白色ボタン「アクション」→「列を編集」の順に選択



【その5】大量の顧客情報を一覧で効率よく管理する：表示項目を変更する手順（2）

(1)画面左上にある検索バーにて検索

(2)真下に表示される候補の中から、表示したい項目を選択

(3)画面右下に、上記で選択した項目が表示されるので、
任意の位置にドラッグ＆ドロップ

※一番上にある項目が、一覧ページでは
一番左側に表示されます

(4)画面左下のオレンジ色ボタン「保存」をクリック

(1)保存後の画面にて、設定した項目と表示位置を確認します。



【その5】大量の顧客情報を一覧で効率よく管理する：表示する顧客を絞る手順（1）

下記例のように、表示する顧客を絞ります。
つまり、フィルターを設定・保存します。

・例：「担当者A」の顧客のみ表示
・例：「サービスB」に興味がある顧客のみ表示

まず下記画面にて、操作を行います。

(1)画面左側にある
テキストリンク「フィルターを追加」をクリック

(1)画面左側にある検索バーにて検索

(2)真下に表示される候補の中から、表示したい項目を選択



【その5】大量の顧客情報を一覧で効率よく管理する：表示する顧客を絞る手順（2）

(1)項目「次の条件のいずれかに該当する」にて担当者を選択

(2)真下にある紺色ボタン「フィルターを適用」をクリック

(1)紺色ボタン「保存」をクリック



【その5】大量の顧客情報を一覧で効率よく管理する：表示する顧客を絞る手順（3）

(1)項目「名前」にて顧客リストの名前を記入

(2)共有相手「全員」を選択
※「非公開」を選択すると、他者のアカウントでは

表示されません

(3)オレンジ色ボタン「保存」をクリック

さらに下記操作を行うことで、「既定フィルター」として
デフォルト設定することや、管理画面の左側に
ショートカットを表示可能です。

(1)画面左側にある
テキストリンク「すべての保存済みフィルター」をクリック



【その5】大量の顧客情報を一覧で効率よく管理する：表示する顧客を絞る手順（4）

(1)デフォルト表示したいフィルターの右にある
テキスト「オプション」をクリック

(2)プルダウンの中から希望する操作を選択

※管理画面の左側にショートカットを表示する場合は
「お気に入りに追加」をクリック

※既定フィルターにする場合は「既定にする」をクリック

(3)画面左側にある
テキストリンク「コンタクトに戻る」をクリック

上記設定を完了すると、顧客情報の一覧ページは
下記画面のようになります。
前項にて「お気に入りに追加」をクリックした場合は、
画面内(1)の箇所に該当リンクが表示されます。
また(2)の箇所には、適用されているフィルターの詳細が
表示されます。



【その6】
顧客情報に会社と案件(取引)の情報を追加する

これまでの記事では、顧客の基本情報やページ閲覧履歴などを蓄積する方法を説明しましたが、
今回は案件(取引)の販売額や契約ステージなどを登録する方法を説明します。

これらの情報を登録することにより、案件の最新情報などが1ページに集約されます。
さらに集計作業をせずに、現時点での総売上や各案件の契約状況をリアルタイムで把握できます。
予算配分や目標達成率を管理されている役職者や経営者は、
リアルタイムで更新される数値をもとに各種判断が可能になります。

各部署や役職者が「必要な情報」を即時把握できる環境を整えることで、
企業や組織の連携は強まり、売上アップが可能になります。

まだ顧客情報管理ツールを導入されていない企業様は、
まずはHubSpot無料アカウントにてその利便性を実感されることを推奨します。



【その6】顧客情報に会社と案件(取引)の情報を追加する：HubSpotを導入した弊社が感じたメリット・効果

1
自身が担当している案件の概要や最新状況を、1ページで把握でき
ます。これまではメールは「Gmail」、企業規模や資本金は「顧客
のサイト」、契約状況は「社内の契約管理システム」等のように、
バラバラに散らばった情報を毎回収集することから開始する必要
がありました。効率が非常に悪く、スピード感の低い状況でした

しかし現在はそれらの情報収集をHubSpotが自動代行してくれる
ため、空いた時間でお客様と接する時間を確保できる、提案内容
を改善する時間を確保できるなどの余裕が生まれました。

丁寧な対応力を褒めていただける機会が多いのですが、その基盤
になっていると感じます。

顧客情報が集約されているページをMAツール「HubSpot」で用意できる今、
「会社」と「取引」の情報も一元管理したほうが様々な業務がスムーズに進行できます。

大きなメリットとしては、2点あります。

2
営業アシスタントや他営業を含む、周囲との情報共有もスムーズ
になります。私の経験ですが、別の営業が担当している顧客から
の電話に代理対応する場合があります。現在の取引状況などを聞
かれても、ほとんどの場合は把握しておらず最終的に顧客をお待
たせしてしまいました。

しかしHubSpot導入後は、顧客情報ページに取引情報が集約され
ているため100％ではないですが、ある程度のご案内はその場で行
えるようになりました。

結果として別の営業をカバーするための情報収集時間を減らしつ
つ、「情報共有ができていて助かりました」と顧客に満足してい
ただけました。



【その6】顧客情報に会社と案件(取引)の情報を追加する：仕様

HubSpot顧客情報管理ツールでは、
下記のような企業情報を含む、約45項目を登録できます。

・企業名
・ドメイン
・住所
・資本金
・従業員数
・年間売上
・設立年
・SNSのフォロワー数

※一部の情報は、企業サイトや企業データベースから自動抽出＆
登録されます。また、一部の「企業データベース有料サービス」
をHubSpotに連携することも可能です。その場合は「利用中の
サービス」や「解約したサービス」などの、より深い追加情報が
登録されます。

取引情報としては下記を含む、約25項目を登録できます。
さらに「契約ステージ」は業種や企業規模によって異なるため、
独自設定が可能です。後ほど設定方法を説明します。

・取引名
・金額
・契約ステージ（アポ確定、受注、失注など）
・社内の取引担当者
・顧客の取引担当者



【その6】顧客情報に会社と案件(取引)の情報を追加する：会社情報の登録手順（1）

まず、会社の登録方法を説明します。
下記手順にて個人情報ページにアクセスします。

(1)管理画面のヘッダーにある
メニュー「コンタクト」→「コンタクト」の順に選択

(2)表示される顧客リストの中から、
いずれかの名前(テキストリンク)をクリック

(3)表示される顧客情報(詳細)ページの右上にある
ボタン「会社を追加」をクリック

(1)検索バーに、登録する「ドメイン」を入力

(2)登録が無い場合は、表示される
ボタン「会社を作成」をクリック

※すでに登録済みの該当情報が有れば、表示されます。



【その6】顧客情報に会社と案件(取引)の情報を追加する：会社情報の登録手順（2）

(1)企業名を入力

(2)自社の担当営業を選択
※担当営業のアカウントを予め設定しておく必要があります。

(3)画面左下のオレンジ色ボタン「会社を作成」をクリック



【その6】顧客情報に会社と案件(取引)の情報を追加する：会社情報の登録手順（3）

下記のように、登録された企業詳細ページが表示されます。
さらに情報を登録する場合は、下記を行います。
自動的に保存されるため、保存ボタンはありません。

(1)電話番号や住所などを登録

(2)同じ企業に属する顧客(=コンタクト)を追加する場合は、
ボタン「別のコンタクトを追加」をクリック後に該当者を選択

※左の画面の(1)箇所にある項目を変更する場合は、
まずボタン「詳細を表示」をクリックしてください。
以降の操作内容は、別ページ「【その4】顧客情報を管理しやす
くカスタマイズする」に載っている操作と同じです。



【その6】顧客情報に会社と案件(取引)の情報を追加する：取引情報の登録手順（1）

まず、取引の登録方法を説明します。
下記手順にて個人情報ページにアクセスします。

(1)管理画面のヘッダーにある
メニュー「コンタクト」→「コンタクト」の順に選択

(2)表示される顧客リストの中から、
いずれかの名前(テキストリンク)をクリック

(3)表示される顧客情報(詳細)ページの右上にある
ボタン「取引を作成」をクリック



【その6】顧客情報に会社と案件(取引)の情報を追加する：取引情報の登録手順（2）

下記のような「取引を作成」という見出しの画面が表示されます。
下記の登録を行います。

(1)取引名を入力

(2)取引ステージ(=契約ステージ)を選択
※独自設定が可能です。後ほど設定方法を説明します。

(3)金額を入力

(4)クローズ日(=締結予定日)を選択

(5)社内の取引担当者を選択
※担当営業のアカウントを予め設定しておく必要があります。

(6)顧客の企業名です。変更が必要なら調整

(7)顧客の取引担当者名です。変更が必要なら調整

(8)画面右下のオレンジ色ボタン「保存」をクリック



【その6】顧客情報に会社と案件(取引)の情報を追加する：取引情報の登録手順（3）

左のような、登録された取引詳細ページが表示されます。
さらに情報を登録する場合は、下記を行います。
自動的に保存されるため、保存ボタンはありません。

(1)追加情報を登録

※左の画面の(1)箇所にある項目を変更する場合は、
まずボタン「詳細を表示」をクリックしてください。
以降の操作内容は、別ページ「【その4】顧客情報を管理しやす
くカスタマイズする」に載っている操作と同じです。



【その6】顧客情報に会社と案件(取引)の情報を追加する：取引ステージ(契約ステージ)の設定手順（1）

先述した方法にて取引を登録していただくと、
HubSpotの「取引一覧ページ」に自動的に反映されます。
実際の画面が左図です。※説明用に下記色を着色しています。

・青色部分…取引ステージ
・黄色部分…取引名

各取引ステージに、何案件が存在しているかを
把握しやすい画面になっています。

例えば、ステージ「問合せ獲得」に10件存在しているが、
その後続ステージ「アポ確定」が0件だった場合は、
「問合せ獲得からアポ確定に繋げる動き」が弱いという
課題が存在していると推測できます。

逆にステージ「問合せ獲得」が0件だった場合は、
サイトや問合せフォームの強化が最重要課題だと推測できます。

※有料プラン次第では、各サービス毎や営業毎に
このような表を作成できるので、より細かい状況把握が可能です。



【その6】顧客情報に会社と案件(取引)の情報を追加する：取引ステージ(契約ステージ)の設定手順（2）

では、本題である「取引ステージ名の変更方法」を説明します。
まず下記操作にて設定ページにアクセスします。

(1)管理画面のヘッダーにある
メニュー「セールス」→「取引」の順にクリック

(2)画面右上にある
白ボタン「アクション」→「取引ステージを編集」
の順にクリック



【その6】顧客情報に会社と案件(取引)の情報を追加する：取引ステージ(契約ステージ)の設定手順（3）

(1)各「ステージ名」や「獲得の確率」を調整

(2)ステージを追加する場合は、
テキストリンク「取引ステージを追加」をクリック

※各ステージの左側をドラッグ＆ドロップすると、
順番変更も可能です。

(3)画面左下に表示されるオレンジ色ボタン「保存」をクリック

変更した取引ステージ名などを保存した後は、
先ほど表示した下記ページに内容が反映されます。

・取引詳細ページ
・取引一覧ページ



【その6】顧客情報に会社と案件(取引)の情報を追加する：役職者や経営者用のレポートを自動作成

先述した方法にて、各取引のステージや販売額などを
登録すると、下記のようなレポートが自動的に更新されます。
さらに表示できる項目は30以上が用意されています。

これにより、最新の「総売上」や「各案件の契約状況」を
リアルタイムで把握できます。
役職者や経営者は、これらの数値をもとに
予算配分や目標達成率を管理・判断することが可能になります。

無料アカウントで設定できる範囲ですと、
最低限必要の項目として下記の設定を推奨します。

・取引リーダーボード：
「売上(個別) ※上位10名」として表示

・クローズした取引対目標：
複製して「売上(今月)」「売上(来月)」として表示

・取引収益リーダーボード：
「売上見込(個別) ※上位10名」として表示

・取引の見通し：
複製して「売上見込(今月)」「売上見込(来月)」として表示

・チームのアクティビティー：
「各メンバーの行動履歴」として表示



【その7】
相手毎に最適なメルマガを配信する

顧客情報をしっかり管理できる環境が構築できると、次は「顧客情報をどう活用するのか」です。

HubSpotではさまざまな顧客情報の活用方法が存在しますが、
広告費を削減しつつ問合せを増加する手法「One to Oneマーケティング」、
そしてその実現に欠かせない施策である「一歩進んだメルマガ」が可能です。

これを支えているのが、常時更新される「顧客情報管理機能(CRM)」と「顧客リスト」、
そして柔軟な設定が可能な「メルマガ配信機能」の連動です。
これらの連動により、相手が興味のある内容をメルマガに含めることが可能であり、
開封率が高いメルマガを配信できるようになります。

顧客情報として何を蓄積・活用するかを工夫することで、
メルマガの開封率は簡単に改善可能であり、比例して売上も改善されると言えます。



【その7】相手毎に最適なメルマガを配信する：仕様（1）

「One to Oneマーケティング」を実現するHubSpot機能

では実際に、HubSpotはどのような形で「One to Oneマーケティング」を
実現しているのでしょうか。先ほど例として挙げた「メルマガの配信」を
ベースに説明します。

まずHubSpotは「顧客情報管理機能」と「メルマガ配信機能」が同じシス
テム内に存在しています。例えば、顧客情報として下記内容がHubSpotに
登録されているとします。

・ユーザーA：「時計」に興味がある
・ユーザーB：「車」に興味がある

するとHubSpotは上記をもとに、ユーザーAには「時計」に特化したメル
マガを、ユーザーBには「車」に特化したメルマガを自動的に切替えて配
信します。これらの自動処理を実現するため、HubSpotで実装されている
機能が下記です。従来は別ツールとして存在している機能が、1つのツー
ルになっていることが特徴です。

・顧客リスト
・メルマガ

「One to Oneマーケティング」の意味・重要性

ユーザーが求めるものが多様化し、かつ情報がweb上に溢れている今、
販売促進において一番の課題は「ユーザーが興味を持っているサービ
スを、どれだけ早い段階で届けられるか」です。

例えばメルマガでは、手間などの都合上により同じ内容を全員に配信
してしまいがちです。しかし、ユーザーAにとって興味のある内容だ
としても、ユーザーBにとっては興味の無い内容になってしまう可能
性があります。情報が溢れている現代では、ユーザーは不要な情報を
積極的に排除します。今回の例ではユーザーBがメルマガを解約、も
しくは読まなくなってしまう危険性が生じます。

このような現象を避けるため、「相手毎に最適な内容」を届けること
が重要だと提唱されています。

これを踏まえた販促手法を「One to Oneマーケティング」と呼びます。

そしてHubSpotは、この「One to Oneマーケティング」を実現できる
MAツールとして開発されました。



【その7】相手毎に最適なメルマガを配信する：仕様（2）

手動更新のデメリットは、登録漏れなどのヒューマンエラーや作業遅延で
す。情報次第では、顧客の信頼を失うリスクも発生します。弊社も経験が
あるのですが、メルマガを解約した顧客にメルマガを配信してしまい、ク
レームを受ける可能性も発生します。

しかし、状況によっては自動更新しないほうが良いケースがあります。例
えば、特定の日付時点の顧客リストを保存したい場合です。そのような場
合にも対応できるよう、HubSpotの顧客リストには「自動更新しない」設
定もできるようになっています。HubSpotでは、下記のように呼び別けて
います。

・動的リスト…自動更新される
・静的リスト…自動更新されない

HubSpotの顧客リスト機能

顧客リストを最新状態に維持するため、HubSpotの顧客リスト機能は
「蓄積された顧客情報の中から顧客リストを自動抽出する」というコ
ンセプトで設計されました。つまり、顧客リストを作成するには「ど
の条件で自動抽出するか」を設定する必要があります。例えば「時計
に興味がある顧客リスト」を作成する場合、条件は「興味内容が時計
になっている顧客」にします。

このコンセプトの肝は「自動抽出」にあります。
HubSpotの顧客情報は、ページ閲覧やメルマガ開封状況などを含むた
め常時更新されます。その更新を顧客リストにリアルタイムで反映す
るため「自動抽出」というコンセプトが選ばれたと言えます。

このコンセプトのメリットは、まず顧客リストを手動更新する必要が
無くなることです。さらに、最新状態が常に保たれている顧客リスト
をもとに、メルマガ配信が可能になります。顧客の最新状態をもとに
アプローチが行えるというベストな環境が手に入ります。



【その7】相手毎に最適なメルマガを配信する：顧客リストの設定手順（1）

顧客リストの設定方法を説明します。
今回は先ほど例として挙げた、下記メルマガを送信するための顧
客リストを作成します。

・ユーザーAには「時計」に特化したメルマガ

準備として、HubSpotに下記設定を行ってください。
具体的な設定方法は、別ページ「【その4】顧客情報を管理しや
すくカスタマイズする」に記載されています。

(1)コンタクトプロパティーとして「興味」を設定
※ラベル…興味
※内部名…interest
※フィールドタイプ…ドロップダウン選択
※ドロップダウンオプション1…時計
※ドロップダウンオプション2…車

(2)ユーザーAの項目「興味」を「時計」に設定

上記設定が完了しましたら、左の画面にて下記操作を行います。

(1)管理画面のヘッダーにある
メニュー「コンタクト」→「リスト」の順に選択

(2)画面右上のオレンジ色ボタン「リストを作成」をクリック



【その7】相手毎に最適なメルマガを配信する：顧客リストの設定手順（2）

(1)リスト名を入力

(2)「動的リスト」を選択
※自動更新されない顧客リストを作成する場合は
「静的リスト」を選択。

(3)項目「コンタクトのプロパティー」を選択

今回作成する顧客リストは、コンタクト(顧客)毎に
設定されている項目「興味」の内容を条件に自動抽出します。
そのため(3)で「コンタクトのプロパティー」を選択します。
もし会社情報に設定されている項目を条件にする場合は
「会社のプロパティー」を選択してください。



【その7】相手毎に最適なメルマガを配信する：顧客リストの設定手順（3）

(1)検索バーに「興味」を入力

(2)真下に表示される候補から「興味」を選択



【その7】相手毎に最適なメルマガを配信する：顧客リストの設定手順（4）

(1)項目「次の条件にいずれかに該当する」を選択

(2)真下にあるプルダウンから「時計」を選択

(3)画面左下にある紺色ボタン「フィルターを適用」をクリック

(4)画面中央に表示される、該当者を確認
※表示されているのが目的としている該当者ではない場合、

設定が誤っています。

(5)問題なければ、画面右上の白色ボタン「保存」をクリック



【その7】相手毎に最適なメルマガを配信する：顧客リストの設定手順（5）

下記操作にてリスト一覧ページに戻ります。
設定したリストが表示されていたら成功です。

(1)管理画面のヘッダーにある
メニュー「コンタクト」→「リスト」の順に選択



【その7】相手毎に最適なメルマガを配信する：メルマガの設定手順（1）

HubSpotのメルマガ機能は、
配信先として「顧客リスト」を使用します。

「フィルター設定されたコンタクト一覧（=顧客一覧ページ）」
と「顧客リスト」は何が違うのか？とご質問をよくいただきます。
「顧客リスト」は、「メルマガ」といった
HubSpotの様々な機能で使用するできるよう設計されています。
メルマガ以外の用途は、別機会に説明いたします。

さっそくメルマガの設定方法を説明します。
まず下記操作にて、メルマガ作成画面にアクセスします。

(1)管理画面のヘッダーにある
メニュー「コンタクト」→「リスト」の順に選択

(2)画面中央になるオレンジ色ボタン「最初のEメールを作成」



【その7】相手毎に最適なメルマガを配信する：メルマガの設定手順（2）

初めてメルマガ作成を行う場合は、左の画面が表示されます。

(1)白色ボタン「ツアーをスキップ」をクリック



【その7】相手毎に最適なメルマガを配信する：メルマガの設定手順（3）

(1)テンプレート「プロモーション」をクリック



【その7】相手毎に最適なメルマガを配信する：メルマガの設定手順（4）

(1)メルマガの内部名を記入
※受信者には表示されません

(2)画像やテキストをクリックして編集

(3)列や行を追加する場合、(3)から(2)へドラッグ＆ドロップ



【その7】相手毎に最適なメルマガを配信する：メルマガの設定手順（5）

HubSpotは「メルマガ機能」と「顧客情報管理ツール」が
同じシステムに入っているため、
メルマガに「名前」などの顧客情報を自動表示できます。
特に名前を載せると「一括送信されたメルマガ」よりも
「個人毎に作成されたメール」のような印象が増し、
開封率や読了率が増すという調査結果も出ています。

※有料版では顧客情報をもとに、メルマガや
サイトページの内容自体を自動切替できるようになります。

今回は、メルマガの見出しに
「顧客の名前」を自動記載する設定を行います。
まずメルマガ内に名前が入る場所を決めます。

(1)メルマガの本文中に「名前」を記入する



【その7】相手毎に最適なメルマガを配信する：メルマガの設定手順（6）

下記手順に沿って、顧客情報を自動記載する設定を行います。

(1)前項で記入した名前を選択

(2)画面右上にある
テキストリンク「パーソナライズ」をクリック

(3)表示されるプルダウン「トークンを選択」をクリック



【その7】相手毎に最適なメルマガを配信する：メルマガの設定手順（7）

(1)検索バーにて「名」を入力

(2)真下に表示される候補から項目「名」を選択
※「会社」ではなく

「コンタクト」の「名」を選択してください。



【その7】相手毎に最適なメルマガを配信する：メルマガの設定手順（8）

(1)欄「フォールバック」に「メルマガ会員」と入力
※項目「名」に何も登録されていなかった場合に

表示する内容を入力します。

(2)真下にある紺色ボタン「トークンを挿入」をクリック

(3)先ほど選択した箇所に、オレンジ色の項目名が
表示されることを確認

(4)画面上部にあるテキストリンク「設定」をクリック



【その7】相手毎に最適なメルマガを配信する：メルマガの設定手順（9）

(1)送信者を選択

(2)送信元アドレスを選択

(3)メルマガの件名を入力
※受信者には表示されます

(4)プレビューテキストを入力
※一部メールソフトにて表示される「メールの概要」です。

(5)メール本文で設定したように、
「件名」や「プレビューテキスト」で顧客名を
自動表示する場合は、ボタン「パソナライズトークン」を
クリックし設定



【その7】相手毎に最適なメルマガを配信する：メルマガの設定手順（10）

(1)項目「送信先」にて、送信先となる顧客リストを選択

(2)項目「送信しない」にて、
送信しない「顧客リスト」や「顧客」を選択

(3)送信日時を設定

(4)画面右上にある
オレンジ色ボタン「確認およびスケジュール」をクリック



【その7】相手毎に最適なメルマガを配信する：メルマガの設定手順（11）

(1)画面左下のオレンジ色ボタンをクリック。



【その7】相手毎に最適なメルマガを配信する：メルマガの設定手順（12）

送信完了しましたら、左画像のような
「開封率」や「各リンクのクリック数」など、
9項目を含む送信レポートが自動算出されます。

下記操作で閲覧できますので、
レポートをもとに次回のメルマガを改善しましょう。

(1)管理画面のヘッダーにある
メニュー「コンタクト」→「リスト」の順に選択

(2)送信レポートを表示したいメルマガをクリック



まとめ

HubSpot無料アカウントでスグにできる事として
7点を紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。

HubSpotなどのMAツールは解約率が低い傾向があります。
これは「しっかり活用すれば、比例して成果が生まれること」の
証だと言えます。

今回は、弊社の活用方法をもとに紹介しましたが、
ぜひ貴社の活用方法を模索し、成果に繋げてください。

また、HubSpot有料版には魅力的な機能が多く存在しています。

弊社の技術情報ブログ「GRAB」にて、
HubSpot有料版の機能を紹介する記事を随時追加しています。
MAツールの検討材料として、ぜひ参考にしてください。

【HubSpot有料版の機能紹介】

顧客や契約確度を数値化：スコアリング
https://mag.ibis.gs/marketing/hubspotmanual_190820/

https://mag.ibis.gs/marketing/hubspotmanual_190820/


作成者の紹介

株式会社アイビス内田秀俊

三重県出身。1982年4月20日（37歳）。HubSpot認定パートナー。

2014年に株式会社アイビスに入社し、制作ディレクターとして勤務。
後にマーケティング部にてHubSpotの社内導入推進を担当。
現在は、導入検討されているお客様へのサポートを担当。
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