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Forward-Looking Statement
Statement under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995:

This presentation contains forward-looking statements about the company’s financial and operating results, which may include expected GAAP and non-GAAP financial and other 
operating and non-operating results, including revenue, net income, diluted earnings per share, operating cash flow growth, operating margin improvement, expected revenue 
growth, expected current remaining performance obligation growth, expected tax rates, the one-time accounting non-cash charge that was incurred in connection with the 
Salesforce.org combination; stock-based compensation expenses, amortization of purchased intangibles, shares outstanding, market growth and sustainability goals. The 
achievement or success of the matters covered by such forward-looking statements involves risks, uncertainties and assumptions. If any such risks or uncertainties materialize or if 
any of the assumptions prove incorrect, the company’s results could differ materially from the results expressed or implied by the forward-looking statements we make. 

The risks and uncertainties referred to above include -- but are not limited to -- risks associated with the effect of general economic and market conditions; the impact of 
geopolitical events; the impact of foreign currency exchange rate and interest rate fluctuations on our results; our business strategy and our plan to build our business, including our 
strategy to be the leading provider of enterprise cloud computing applications and platforms; the pace of change and innovation in enterprise cloud computing services; the 
seasonal nature of our sales cycles; the competitive nature of the market in which we participate; our international expansion strategy; the demands on our personnel and 
infrastructure resulting from significant growth in our customer base and operations, including as a result of acquisitions; our service performance and security, including the 
resources and costs required to avoid unanticipated downtime and prevent, detect and remediate potential security breaches; the expenses associated with new data centers and 
third-party infrastructure providers; additional data center capacity; real estate and office facilities space; our operating results and cash flows; new services and product features, 
including any efforts to expand our services beyond the CRM market; our strategy of acquiring or making investments in complementary businesses, joint ventures, services, 
technologies and intellectual property rights; the performance and fair value of our investments in complementary businesses through our strategic investment portfolio; our ability 
to realize the benefits from strategic partnerships, joint ventures and investments; the impact of future gains or losses from our strategic investment portfolio, including gains or 
losses from overall market conditions that may affect the publicly traded companies within the company's strategic investment portfolio; our ability to execute our business plans; 
our ability to successfully integrate acquired businesses and technologies, including delays related to the integration of Tableau due to regulatory review by the United Kingdom 
Competition and Markets Authority; our ability to continue to grow unearned revenue and remaining performance obligation; our ability to protect our intellectual property rights; 
our ability to develop our brands; our reliance on third-party hardware, software and platform providers; our dependency on the development and maintenance of the 
infrastructure of the Internet; the 
effect of evolving domestic and foreign government regulations, including those related to the provision of services on the Internet, those related to accessing the Internet, and 
those addressing data privacy, cross-border data transfers and import and export controls; the valuation of our deferred tax assets and the release of related valuation allowances; 
the potential availability of additional tax assets in the future; the impact of new accounting pronouncements and tax laws; uncertainties affecting our ability to estimate our tax 
rate; the impact of expensing stock options and other equity awards; the sufficiency of our capital resources; factors related to our outstanding debt, revolving credit facility, term 
loan and loan associated with 50 Fremont; compliance with our debt covenants and lease obligations; current and potential litigation involving us; and the impact of climate 
change.

Further information on these and other factors that could affect the company’s financial results is included in the reports on Forms 10-K, 10-Q and 8-K and in other filings it makes 
with the Securities and Exchange Commission from time to time. These documents are available on the SEC Filings section of the Investor Information section of the company’s 
website at www.salesforce.com/investor. 

Salesforce.com, inc. assumes no obligation and does not intend to update these forward-looking statements, except as required by law.





再始動 新常態

(将来の成長)

安定化

リーダーの
透明性

従業員の
支援

顧客との
つながり

e.l.f. Cosmetics社
CMO

Kory Marchisotto氏

e.l.f. Cosmetics社
デジタル責任者

Ekta Chopra氏

新しい日常「新常態」に向けたビジネス回復のためのロードマップ



本日のご説明内容

1. 「新常態」に向けて損害保険会社が取り組むべき課題

1. 損害保険業向けソリューションが提供する価値

1. デジタル1:1エンゲージメントとBtoC CRMを活用した
デモストーリー



「新常態」に向けて損害保険会社が取り組むべき課題
顧客を中心としたビジネスへの変革

顧客が今後企業に求めていくこと

信頼 ： 専門的な意見・助言と「安心感」が得られること

透明性 ： 情報に透明性があり、一貫した顧客体験であること

利便性 ： オンライン/非対面でもわかりやすく便利なサービス

代理店チャネルの課題 保険会社の課題

顧客の真のニーズの発掘

募集人の高齢化・退職の加速

サイロ化した組織とITシステム

少ない顧客接点、限られた情報



損害保険業向けソリューションが提供する価値
顧客との信頼を築くための革新をもたらすプラットフォーム

顧客接点の革新 ビジネスプロセスの革新

業務のデジタル化パーソナライズ 一貫した顧客体験 Customer 360

顧客の真のニーズにアプローチする
ことで、顧客の信頼感を醸成できる

顧客満足度向上
アップセル＆クロスセル機会の創出



顧客

保険会社

ITとビジネスプロセスの革新

顧客接点とチャネルの革新

安藤誠
顧客

・大手メーカー勤務

・2児の父

・保険には興味がない

新車購入時に、勤務先
の会社の企業代理店で
自動車保険に加入

損害保険業向けソリューション デモストーリー

エンゲージ 契約更新

橋本美幸
マーケティング

浦本直樹
代理店募集人

第二子の誕生
1日自動車保険の契約

妻の医療保険の新規契約

代理店

1日自動車保険の検討

帰省時に家族の車を運転す
ることになったため、１日
自動車保険を検討

デジタルチャネル
で契約完了

スマホを使ってオン
ラインで申込完了

アンケート回答

契約体験についての
アンケートに回答

顧客行動のリアルタイム追跡

クロスチャネルにおける顧客行動
のリアルタイム追跡

顧客行動の類似パターンの抽出

キャンペーン案内受信

パーソナライズしたキャ
ンペーン案内をメールと
アプリPUSHで受信

キャンペーン応募

コロナ禍で必要性を感じ、

医療保険のキャンペーンに応募

スムーズな

契約更新

顧客反応による
フォローアップの自動化
キャンペーンメールに対す
る顧客の反応や応募状況に
応じた自動フォローアップクロスセル

医療保険の見込みが高
い顧客を選定し、クロ
スセルのアプローチ

スムーズな

契約更新



顧客

保険会社

ITとビジネスプロセスの革新

顧客接点とチャネルの革新

安藤誠
顧客

・大手メーカー勤務

・2児の父

・保険には興味がない

新車購入時に、勤務先
の会社の企業代理店で
自動車保険に加入

損害保険業向けソリューション デモストーリー

エンゲージ 契約更新

橋本美幸
マーケティング

浦本直樹
代理店募集人

第二子の誕生
1日自動車保険の契約

妻の医療保険の新規契約

代理店

1日自動車保険の検討

帰省時に家族の車を運転す
ることになったため、１日
自動車保険を検討

デジタルチャネル
で契約完了

スマホを使ってオン
ラインで申込完了

アンケート回答

契約体験についての
アンケートに回答

顧客行動のリアルタイム追跡

クロスチャネルにおける顧客行動
のリアルタイム追跡

顧客行動の類似パターンの抽出

キャンペーン案内受信

パーソナライズしたキャ
ンペーン案内をメールと
アプリPUSHで受信

キャンペーン応募

コロナ禍で必要性を感じ、

医療保険のキャンペーンに応募

スムーズな

契約更新

顧客反応による
フォローアップの自動化
キャンペーンメールに対す
る顧客の反応や応募状況に
応じた自動フォローアップクロスセル

医療保険の見込みが高
い顧客を選定し、クロ
スセルのアプローチ

スムーズな

契約更新



第二子が誕生し、帰省時に家族の車を一時的に
運転することになったため、１日自動車保険の
商品紹介ページを閲覧し、契約の申し込み開始

POWERED BY Community Cloud

安藤誠
顧客

500円から入れる

お申込みはこちら

お申込み

にこにこワンデー保険
（1日自動車保険）
●対人・対物賠償が無制限
●安心のロードアシスト

1,500円 / 24時間

ベーシックプラン

プレミアムプラン

ステップ 1：プランの選択

●対人・対物無制限
●ご自身・同乗者の補償
●ロードアシスト

□ベーシックプランを選択する

□プレミアムプランを選択する

500円 / 24時間

●対人・対物無制限
●ご自身・同乗者の補償
●ロードアシスト
●車両保険
●弁護士費用の補償



オンラインで申請手続きを終えて、契約完了の
メールからアンケートに回答し、
生損保一体型保険のバナーに気がつく

POWERED BY Interactive Email

安藤誠
顧客

資料請求はこちら▶

生損保一体型保険

にこにこ総合保険
損保と生保をひとつにまとめてモレ・ダブリを解消！

資料請求はこちら▶



生損保一体型保険のランディングページを閲覧

POWERED BY Community Cloud

安藤誠
顧客

にこにこワンデー保険生損保一体型保険

にこにこ総合保険
損保と生保をひとつにまとめてモレ・ダブリを解消！

にこにこ総合保険の3つのメリット

必要な補償をモレなくダブリなく
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

メリット①

補償をまとめて、保険料を割引
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

メリット②

保険のプロが人生設計をサポート
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

メリット③

資料請求はこちら▶



クロスチャネルにおける
顧客行動のリアルタイム
追跡、類似パターン抽出

POWERED BY Interaction Studio

橋本美幸
マーケティング

13

クロスチャネルにお
ける行動履歴・追跡
のような画面がない

かを確認



顧客

保険会社

ITとビジネスプロセスの革新

顧客接点とチャネルの革新

安藤 誠
顧客

・大手メーカー勤務

・2児の父

・保険には興味がない

新車購入時に、勤務先
の会社の企業代理店で
自動車保険に加入

損害保険業向けソリューション デモストーリー

エンゲージ 契約更新

橋本 美幸
マーケティング

浦本 直樹
代理店募集人

第二子の誕生
1日自動車保険の契約

妻の医療保険の新規契約

代理店

1日自動車保険の検討

帰省時に家族の車を運転す
ることになったため、１日
自動車保険を検討

デジタルチャネル
で契約完了

スマホを使ってオン
ラインで申込完了

アンケート回答

契約体験についての
アンケートに回答

顧客行動のリアルタイム追跡

クロスチャネルにおける顧客行動
のリアルタイム追跡

顧客行動の類似パターンの抽出

キャンペーン案内受信

パーソナライズしたキャ
ンペーン案内をメールと
アプリPUSHで受信

キャンペーン応募

コロナ禍で必要性を感じ、

医療保険のキャンペーンに応募

スムーズな

契約更新

顧客反応による
フォローアップの自動化
キャンペーンメールに対す
る顧客の反応や応募状況に
応じた自動フォローアップクロスセル

医療保険の見込みが高
い顧客を選定し、クロ
スセルのアプローチ

スムーズな

契約更新



満期が近い契約一覧から
医療保険の見込みが高い
顧客を抽出しクロスセル

浦本直樹
代理店募集人

POWERED BY Financial Services Cloud
Interaction Studio                     
Einstein Discovery

Next Best Action

見込み顧客一覧→
NBAでキャンペーン
送付のレコメンド

http://drive.google.com/file/d/1iiy2BuEDKRYLg3jWVtVTw5OAaULvzppI/view


キャンペーンをお客様に
あわせてパーソナライズ
して１to１メールの配信

POWERED BY Distributed Marketing

浦本直樹
代理店募集人

http://drive.google.com/file/d/1FbKxU49s8W5ySMDccdkgyjBgXP5LM_a6/view


送信したキャンペーン案
内のメールに対する自動
フォローアップ

POWERED BY Journey Builder

橋本美幸
マーケティング

http://drive.google.com/file/d/1iYce8FE3iQzpEk8tObbr_2K40e0q-qy6/view


医療保険のキャンペーン内容を確認
コロナ禍での家族の医療保障の必要性を感じ、
キャンペーンに応募

POWERED BY Community Cloud

安藤誠
顧客

契約更新時にご加入のお客様へ
ギフト券プレゼント！

にこにこ総合保険

医療保険オプション

●日帰り入院でも補償可能！

●女性特有の病気への備えを手厚く

●治療費以外の出費もカバー

プラン例

女性向け安心プラン

キャンペーン応募はこちら

新型コロナウイルス感染症に関する商品改定



キャンペーンに反応があ
った顧客を電話で
フォロー

POWERED BY Customer 360

浦本直樹
代理店募集人
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自動車保険の契約を更新し、
奥さんの医療保険を追加契約

安藤誠
顧客



顧客

保険会社

ITとビジネスプロセスの革新

顧客接点とチャネルの革新

安藤誠
顧客

・大手メーカー勤務

・2児の父

・保険には興味がない

新車購入時に、勤務先
の会社の企業代理店で
自動車保険に加入

損害保険業向けソリューション デモストーリー

エンゲージ 契約更新

橋本美幸
マーケティング

浦本直樹
代理店募集人

代理店

1日自動車保険の検討

帰省時に家族の車を運転す
ることになったため、１日
自動車保険を検討

デジタルチャネル
で契約完了

スマホを使ってオン
ラインで申込完了

アンケート回答

契約体験についての
アンケートに回答

顧客行動のリアルタイム追跡

クロスチャネルにおける顧客行動
のリアルタイム追跡

顧客行動の類似パターンの抽出

キャンペーン案内受信

パーソナライズしたキャ
ンペーン案内をメールと
アプリPUSHで受信

キャンペーン応募

コロナ禍で必要性を感じ、

医療保険のキャンペーンに応募

スムーズな

契約更新

顧客反応による
フォローアップの自動化
キャンペーンメールに対す
る顧客の反応や応募状況に
応じた自動フォローアップクロスセル

医療保険の見込みが高
い顧客を選定し、クロ
スセルのアプローチ

スムーズな

契約更新

第二子の誕生
1日自動車保険の契約

妻の医療保険の新規契約
Interaction Studio

リアルタイムアクション

Distributed Marketing
1 to 1 メール配信

Customer 360
顧客に関するあらゆる情報を集約申込ページ

セルフサービス Journey Builder
クロスチャネル配信の自動化

Einstein
スコアリング、Next Best Action




