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18～31  営業アカウントでの操作内容を更新



営業支援ツールマニュアル –目次①

1作成する

次のページへ

営業アカウントの作成 05

マスター動画の登録 10

新規営業アカウントにマスター動画を登録する 16

機能の概要 04

営業アカウントの発行状況を確認する 19

配信対象名を登録する 20

動画を一括登録する 22

営業担当者のMYアバターを作る 24



営業支援ツールマニュアル –目次②

2作成する

前のページへ

ログを確認する 29

配信対象名情報を再編集する 31

個別配信動画を再編集する 32

配信対象名の状況を確認する 26

その他、お困りの際のお問い合わせ 33



おすすめプラン

おすすめプラン

おすすめプラン

機能の概要

4

「営業支援」機能は動画制作者が作成したマスター動画を
別の営業担当者がアバターや音声を変えた複数パターンの動画を複製・公開できる機能です。

また、視聴者（例 顧客先）ごとに別の視聴URLを配ることができるため、
誰に配布したか、配布先で視聴されたかが一目で分かるようになります。

マスター動画

複 製

営業担当を
バーチャル営業が

セールス支援

反 応

1

2

4

3 URL配信
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営業アカウントの作成

5

「営業支援」機能はPIP-Makerの動画一覧画面左側のメニューに表示されます。
営業支援機能を使用するユーザー用に、営業アカウントを作成します。

1.営業企画部用アカウント 2.営業部用アカウント
部門 or 課ごと
用意する
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営業アカウントの作成

営業アカウントのIDとパスワードを登録します。
これはPIP-MakerのログインIDとパスワードとは異なります。

6

参考例：利用する営業担当者分の
アカウントを用意する等

Aさん

Bさん

例 account1

例 account2
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営業アカウントの作成

オプション設定では編集権限の設定を行います。
必要に応じてグループを設定してください。

このアカウントの属する
グループコードとグループ名を設定する(任意)

不要の場合は無記入のままにしてください。

「リーダーのチェック可否」と「グループコードの有無」による
状況一覧* での表示の違い

7

状況一覧* ：お客様の状況を確認する画面（26P参照）

グループリーダー グループコードの
有無 表示状況

× × 個別に登録分のみ

○ ○ グループ内営業アカウント登録分

○ × 全営業アカウント登録分
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営業アカウントの作成

アバターや音声の編集権限などを指定します。
オプション設定が完了しましたら、『設定保存』をクリックしてください。

8

この営業アカウントで発行できる
URLの合計数

マスター動画が複数ある場合でも
発行したURLの合計が制限数になります。

このアカウントで編集できる
項目にチェックを入れる

営業担当者ごとのMYアバターを作る
場合はチェックを入れてください。
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営業アカウントの作成

登録された営業アカウントが表示されます。
営業アカウントの専用ログインURLは、通常のPIP-MakerログインURLと異なります。

9

営業担当者分のアカウントを作った場合
専用ログインURLを各営業担当者に配布して
個々にログインをしてください
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マスター動画の登録

個別配信の元となるマスター動画を登録します。
「マスター動画」タブへ移動し、新規作成をクリックしてください。

10
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マスター動画の登録

動画の「選択」ボタンから動画を選んでください。

公開中の動画一覧から
自動で表示されます

11

STEP1 で作ったマスター動画を選びます
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マスター動画の登録

この動画を利用させる
アカウントを指定

元となる動画のタイトルを入力

動画を選択後、元となる動画のタイトルを入力してください。
また、この動画を利用させるアカウントを指定します。

12

一部の営業担当者のみ使用させたい場合は
「選択式」を指定してください。

例 おすすめ商品 等
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マスター動画の登録

オプション設定は、営業アカウントの設定とは別で指定することが可能です。
ゴール設定は、任意で「視聴したか把握したいスライド」を設定することができます。

13

視聴したか把握したい
スライドを選択する

資料請求
問い合わせ
見積相談
電話対応
訪問対応
ウェブ商談

ドラッグで並び順を
入れ替えることが
できます

・同じスライドは重複して登録できません
・ゴール設定をする場合は、アイコン、ラベル設定が必須です
・複数件設定した場合、並び順が上のものが優先的に表示されます
・ゴール設定しているスライドを削除・公開した場合、

個別配信動画のゴール設定も削除されます

・ゴール設定は任意です
・最大３スライドまで指定可能できます

・ラベルはプルダウンから選択できる６種類と
手入力によるカスタマイズが可能です

各スライドのアイコン・
ラベルを設定
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マスター動画の登録

動画別でも
編集可能な部分を指定できます

メールでのご案内時
表示されるメール文の設定

メール文面設定を行うと、営業アカウントからメール文サンプルを簡単に作成できます。
各設定を選択後、「設定保存」をクリックしてください。

14

営業担当者ごとのMYアバターを作る場合は
チェックを入れてください。

{mail-to}：配信対象名
{title} ：動画のタイトル
{url} ：専用動画URL

動画のカテゴリ設定(任意)
カテゴリを追加・登録後は
変更や削除はできません。
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マスター動画の登録

マスター動画が登録されました。

15
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新規営業アカウントにマスター動画を登録する

新たに追加した営業アカウントには、マスター動画が登録されていません。
この段階で新規営業アカウント(account2)にログインしても作業ができません。

16
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新規営業アカウントにマスター動画を登録する

新規営業アカウント(account2)の設定画面を開き、
「利用できるマスター動画」からマスター動画を選択します。

17

設定変更後は必ず
画面左上または下部の「設定保存」を
クリックしてください。

マスター動画の設定で
利用させる営業アカウントを
「すべて」にした場合
【必須】が表示されます
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新規営業アカウントにマスター動画を登録する

新規営業アカウントにマスター動画が登録されました。

18

マスター動画を登録後、新たに営業アカウントを発行する場合
登録画面上でマスター動画を選択できる状態となります。
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営業アカウントの発行状況を確認する

各営業アカウントの発行状況の概要を確認できます。
営業アカウントタブ内「URL発行数」の数字をクリックしてください。
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マスター動画名とURL発行数が表示されます。
複数マスター動画が登録されている場合
プルダウンで他マスター動画を選択します。

URLにアクセスがあった場合、そのログの最後に
視聴されたスライド番号がここに表示されます。
例「見積が欲しい、商談がしたい等」提案資料と照合
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配信対象名を登録する

2

「配信対象名追加ボタン」をクリック

営業アカウントのID/PWを入力する

20

1 営業アカウントの
専用ログインURLを開く 3

専用ログインURLは
通常のログインURLとは異なります

営業アカウント専用ログインURLにアクセスしログインします。
状況一覧と配信対象名一覧を確認し、「配信対象名追加ボタン」を押します。

目次へ戻る



配信対象名を登録する

2 少数を登録の場合は手入力する

21

1 複数を一括でアップロードする場合は
該当のCSVをアップロード

各方法で配信対象名追加後は
必ず「設定保存」をクリックしてください。

配信対象名追加画面の「CSVアップロード」か「入力」から配信対象名を追加します。
追加後は「設定保存」をクリックしてください。

1 2
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動画を一括登録する

配信対象名追加画面を「設定保存」後「動画発行確認」から動画の一括登録画面へ遷移します。
コンテンツを選択し、登録するお客様を選択してください。

22

選択したコンテンツに対し、
個別編集を一括で設定できます。
設定方法は次ページを確認してください。

i
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動画を一括登録する

23

アバターおよび音声を変更後
プレビューを確認してください。i

1

自分の営業アバターも作れます

2

3

4

選択したコンテンツは「コンテンツ個別編集」でアバターや音声を一括で変更できます。
プレビューで確認後「設定保存」をクリックしてください。
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写真

営業担当者のMYアバターを作る

アバター変更一覧にある「画像アップ」アイコンに営業担当者の顔写真をUPすると
分身となる「MYアバター」が作成できます。

24

1
アバター 一覧内左上の
画像アップアイコンを選択し
顔写真をアップロードします

2

詳しい制作方法は、制作マニュアルの
「MYアバター」機能をご参照ください

自動生成された
アバターの顔を編集 3 「MYアバター」の

バーチャル営業が完成
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動画の新規URLを発行する

配信対象名情報にコンテンツを登録したことで、個別配信動画の専用URLが発行されます。
URLをコピーするか、メール文サンプルからURLを取得します。

25

各アイコンをクリックすると
「URLコピー」と「メール文サンプル」が
表示されます。

メールでの配布や、資料への
添付などにご活用ください。

i
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配信対象名の状況を確認する

個別配信動画を登録・配信している配信対象名の状況は「状況一覧」から確認します。
ステータス別、またはマスタ動画タイトルで絞り込みができます。

26

ゴール設定に到達した場合
該当するアイコンが表示されます

各ステータス、または
マスタ動画タイトルで絞り込みができます

一度に表示される件数は「100件」です。
スクロールすることで100件毎追加で表示されます。

目次へ戻る



配信対象名の状況を確認する

個別配信動画の視聴状況やログは、各配信対象名項目から確認できます。

動画名

27

配信対象名項目の「列」をクリックすると
「視聴状況」が表示されます。

21

i

視聴の有無3配信対象名

未視聴の場合 視聴済みの場合
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配信対象名の状況を確認する

個別配信動画の視聴が完了した配信対象名は「対応済み」に変更ができます。
視聴後の配信対象名へ更なるアプローチや案内をした際その対応が済んだことを記録できます。

28

視聴済みの配信対象名に対応した場合
「対応済み」のアイコンが表示されます

対応をキャンセルしたい場合は
「未対応に戻す」をクリックします。i
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ログを確認する（ログページを表示する）

各配信対象名の視聴ログを確認します。
「ログを見る」をクリックすると、個別配信動画のログページが表示されます。

29

各ユーザの行動履歴
(ページ数)が確認できます

集計期間内の
視聴人数が表示されます

1 集計期間の指定をします

3

2

1

2

3
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ログを確認する（CSVをダウンロード）

視聴ログをCSVで保存し、集計を確認することができます。
CSVファイルのダウンロードは以下の３か所で行うことができます。

30

各動画のログページ上部

各営業アカウント内「状況一覧」左上

マスター動画の「発行済み一覧」の下 3

2

1

2

1 は「マスター動画全体」の
ログを確認することができます。

は「個別配信動画のみ」の
ログを確認することができます。3

CSVは目的別に取得できますi
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配信対象名情報を再編集する

各配信対象名情報を確認・再編集します。
配信対象名をクリックすると、配信対象名詳細と情報の編集画面表示されます。

31

登録されている動画の追加や
登録済みの動画を確認できます

1 配信対象名の変更ができます

2

登録されている動画、または配信対象名情報を削除すると
紐づけられた動画URLは無効となります。
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個別配信動画を再編集する

各配信対象名別に登録した個別配信動画を再編集します。
「再編集する」をクリックすると、個別配信動画の動画詳細設定ページが表示されます。

32

1 個別配信名を変更します

変更内容をプレビューから
確認します

3

アバターおよび音声を変更します2

1

3

2
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その他、お困りの際のお問い合わせ

3233

「より効果が高い動画を作成するには」など、お困りの際はお気軽にサポートまで
ご連絡下さい。

PIPセールステックお問合せ窓口

株式会社4COLORS CSチーム
電話番号 : 045-548-4594
メール : support@4colors.jp
営業時間：平日 10:00～19:00
定休日 ：土・日・祝、年末年始、夏季休暇など

よくあるご質問
https://www.pip-maker.com/faq/

目次へ戻る
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