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Forward-Looking Statements
"Safe harbor" 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, stock-based compensation expenses, amortization of purchased intangibles, shares outstanding, market growth, environmental, social and governance goals and 
expected capital allocation, including mergers and acquisitions, capital expenditures and other investments. 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 
companyʼs results could differ materially from the results expressed or implied by the forward-looking statements it makes.

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, natural disasters and actual or threatened public health emergencies, such as the ongoing Coronavirus pandemic; 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 our 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 our strategic investment portfolio; our ability to execute our business plans; our 
ability to successfully integrate acquired businesses and technologies; 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; uncertainties regarding our tax obligations in connection with potential 
jurisdictional transfers of intellectual property, including the tax rate, the timing of the transfer and the value of such transferred intellectual property; 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 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 companyʼs 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 
companyʼs website at.

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





誰もが、これまで経験したことのない “いま” を⽣きている
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ビジネスを更なる成⻑へ導くロードマップ
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Salesforce Customer 360
どこからでも働ける時代へ
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どのように顧客とのエンゲージメントを深めるか

場所を選ばず
どこからでも

コミュニケーションができる
Collaboration from Anywhere

どこからでも
データにアクセスし

分析や AI をビジネスに活⽤
Data from Anywhere

⾃宅でも外出先でも データに基づく意思決定

Ubiquitous Data

顧客やパートナーの⾏動変化に
迅速に対応する

開発、デジタル化
Build from Anywhere

迅速なデジタル化

Speed



Collaboration from Anywhere
新しいコラボレーションのあり⽅

Miho Akitsu



Salesforce Anywhere

Salesforce の新しいエクスペリエンスでビジネスを加速

リアルタイムアラート
それぞれの設定に応じてアラートを受信し、
モバイルでもデスクトップでもすぐにつながる

コンテキスト(⽂脈)にもとづいて連携
チャット、⾳声、動画をプロセスに組み込み、
チーム全体でやり取りし、意思決定を

次のアクションを AI がアシスト
過去のあらゆるレコードを確認し、
AI が推奨するアクションを活⽤を



営業

マーケティングお客様サポート

活⽤⽀援

CRM 以外の場所での仕事は、時間がかかる
コンテンツ、データ、プロセスのすべてが Salesforce にないと、うまくいかない

お客様



Data from Anywhere
どこからでもデータにアクセスし
分析や AI をビジネスに活⽤

Kazuki Hayakawa
kazuki.hayakawa@salesforce.com | @kzkHykw1991



AI と分析はデジタル化の上で⾮常に重要
お客さまにより多くの価値を提供することができる

スマートな
プラットフォーム

顧客の新しい
興味・購買⾏動

経済状況の
変化

顧客サービスの
新たなニーズ

顧客への
よりよい
サービス

顧客の新しい
変化に気づく
インサイト

顧客への新しい
アプローチ



お客さまにより多くの価値を提供する AI・分析
ビジネスにおける AI・分析の活⽤例

案件のスコアリングや売上予測で営業を⾼度化

チャットボットやレコメンドでサポートを効率化

パーソナライズされた EC の購買体験

顧客ごとに合わせたメールマーケティング

業界別に特化した AI 活⽤

AI を活⽤したアプリケーション開発

顧客の新しい⾏動の分析・発⾒

従業員ごとに適切なレコメンデーション



すべてのユーザーのための AI・分析プラットフォーム

営業向けの Einstein

コールセンター向けの
Einstein

⼩売店向けの Einstein

マーケター向けの Einstein

Einstein Vision(画像認識)

Einstein Language
(⾃然⾔語処理)

Einstein 予測ビルダー

Einstein 
Discovery

Einstein Next Best Action
(レコメンデーション)

Salesforce ユーザー向け
AI による⽣産性を向上

管理者 & 開発者向け
AI を活⽤したアプリを開発

ビジネスアナリストや
データ分析者向け

Tableau と
Einstein 
Analytics

TRUTH



AI と分析で営業の⽣産性を向上

AI と分析の3つの活⽤ポイント
✓ 分析ダッシュボードで可視化し、
現在のビジネス状況を
リアルタイムに把握

✓ AI による予測で、重要な案件に
注⼒し、営業活動を効率化

✓ さまざまな状況に対応するために
ビジネスルールと AI の予測を組み合
わせ最適なレコメンデーションを活⽤



AI と分析をどうやって始めるべきか︖
AI と分析をビジネスで活⽤するための4つのステップ

アジャイルで
利⽤ユーザーからの
フィードバックを
すぐに反映できる
アジャイル体制による

AI 運⽤

技術先⾏ではなく
ビジネス KPI につながる

分かりやすい
ユースケースから
⼩さく始める

ユースケース選定 社内体制
マネジメント層が加わり、
ビジネス KPI を明確化し

ROI を測り
改善し続けられる
体制と仕組みづくり

データが⼤事
分析ができていなければ
予測もできない!

まずはダッシュボードを
活⽤できているかを

チェック



予測をアクションや⾃動化につなげて、結果を分析してビジネスに活⽤する
AI をビジネスで活⽤するための好循環

⾃動化/アクション
プロセスビルダー
レコメンデーション

分析
レポート/ダッシュボード
Einstein Analytics 

AI による予測
Einstein予測ビルダー

Einstein Discovery



Build from Anywhere
変化に対応するプラットフォーム

Hiroki Tanaka

h.tanaka@salesforce.com, @hrk623



Salesforce の Customer 360 Platform
No.1プラットフォームで、あらゆるエクスペリエンスのデジタル変⾰を実現

すべての顧客とつながる

すべての従業員の業務を⽀援

信頼性とイノベーションを実現

あらゆるアプリケーション、データ、デバイスの連携
コミュニティの育成

ビジネスプロセスの変⾰
⽣産性の向上

セキュアな開発
継続的なイノベーション
将来のビジネスニーズに対応

コラボレーションの強化

エンゲージメントのパーソナライズ

出典︓IDC社によるビジネスバリュー
調査（2018年9⽉）

アプリ開発が
スピードアップ57%

Salil Kulkarni⽒
Caesars社、SVP兼CIO

Donna Kidwell⽒

アリゾナ州⽴⼤学
EdPlus、CTO



開発を⾼速化するクラウド時代のアプローチ
注⼒すべきところに注⼒

アプリ

Salesforceレガシープラットフォーム

アプリ

オペレーション

インフラ
ストラクチャ

時
間

インフラ
ストラクチャ

オペレーション



TDX Intro - Community

モバイル

セキュリティ ボット

フロー



すべての⼈に開かれた開発の現場
ノーコードとコーディングによって⺠主化されたアプリケーション開発

ビルダーによるノーコード開発
フロー、アプリケーション、スキーマ、
プロセスビルダーで業務を⾃動化

コーディングによる開発
Salesforce CLI や VS Code 拡張を提供し

好みの環境での開発を⽀援



モダンなアプリケーション・ライフサイクルの管理
⾼速で効率的、かつ信頼性の⾼いアプリ開発のプロセスを実現

CLI による開発と
サードパーティエディター連携

開発にはスクラッチ組織と
Developer Sandbox

テストには
Partial Sandbox と

Full Sandbox 

ビルダー（アプリケーション、
フロー、スキーマ、プロセス）
とウィザード

IDE、テキストエディター、
⾔語サービス

継続的デリバリーと
リリース⾃動化

ロック解除済みパッケージ

計画

コーディング

マージとテストテスト、UAT

リリース

ソース
コントロール

継続的インテグレーションと
テストの⾃動化



どこからでもアプリ構築、どこからでもチーム開発

Code Builder
Microsoft の Visual Studio Codespaces上で動作する
Salesforce に最適化された新しいウェブベースの開発環境

DevOps Center
ソース管理を使った開発、プログラミング開発者とのコラ
ボレーション、⾼速なアプリのリリース、継続的インテグ
レーションや継続的デリバリーなどのモダンなワークフロ
ーの活⽤

In Pilot

In Pilot



どのように顧客とのエンゲージを深めるか

場所を選ばず
どこからでも

コミュニケーションができる

Salesforce Anywhere

どこからでも
データにアクセスし

分析や AI をビジネスに活⽤

Einstein Analytics & AI

⾃宅でも外出先でも データに基づく意思決定
顧客やパートナーの⾏動変化に

迅速に対応する
開発、デジタル化

Customer 360 Platform

迅速なデジタル化




