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Forward-Looking Statements
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.
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これからの世界を想像してみる



毎朝出勤 いつでもどこでも



集合学習 個別学習



VirtualReal



AIHuman



オンラインを中心とした育成



オンラインでの人材育成は全く新しい取り組みである
非対面型トレーニングでは、インプット→アウトプットが見えにくいことがネック

“熱意や感情” がうまく伝わるのか？

“場づくり” をしながらきめ細やかに進行できるか？

“インプット中心” で学習効果があるか？

“時間・場所・人数” の制約

参加者が業務が忙しくて参加しにくい

研修場所の確保

参加者の人数制限

オンライン学習（非対面）の不安・悩み

リアル学習（対面）の限界

オンラインラーニングの3つの“仕掛け”
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能動的な
学習促進

活発な
場づくり

実践への
つなぎ



Sales Enablement の考え方
研修をやって終わりではなく“わかる” を “できる” に変える → “成果” へつなげる

能動的な
学習促進

活発な
場づくり

実践への
つなぎ

インプット
”わかる“ ための材料提供

アウトプット
“できる” ための仕組み

ハイパフォーマーの考え方・やり方

最新のプロダクト知識

社内に流通する旬のナレッジ

営業社員のスキルアップ

自分の状況に置き換える思考プロセス

どんな現場でも活かせる応用力



Sales Enablement オンラインラーニング戦略
個人×集合の育成コンテンツをオンラインで提供し、インプットをアウトプットに

インプット アウトプット

オンライン学習プラットフォーム
（myTrailhead, ACT）

Enablement コミュニティ
Enablement TV（動画学習）

オンライントレーニング

オンラインワークショップ

オンライン補講セッション

オンラインテスト（動画提出）

オンライン成果物レビュー

実営業MTGでの発表機会

営業よろず相談

Big Deal Review

寺子屋ロールプレイ

個人

集合
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能動的な
学習促進



いつでも学べる環境整備 〜myTrailhead〜
問題演習や動画視聴を通して着実に定着



学習者のペルソナごとに、必要なスキルを身につけるための育成ジャーニーを描く

ToDo
(カスタムステップ)

リンク
(カスタムステップ)

Trailhead
コンテンツ

myTrailhead 
コンテンツ

サービス担当者向け 新任マネージャー向け

育成に必要な内容をカスタマイズ



Enablement TV〜動画学習プラットフォーム〜コンテンツ例
✓ エグゼクティブからのメッセージ

✓ 社内専門家によるレクチャー

✓ 営業マネージャーのデモ実演

✓ 大型商談を受注した営業のノウハウ

Enablement TV
（学習動画キュレーションサイト）
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学習の理解度を定期的にチェック

みんな同時にテスト受講

各種資格の取得



ワークショップやナレッジシェアを通して、受身ならないファシリテーション

ツールをフル活用して効果的な “ファシリテーション” を

チャットの活用
〜活発な場作り〜

社内ワークショップ
〜ナレッジシェア〜



“参加しやすい” 意見やQAしやすい

“調整しやすい” 人数制限なし、移動時間なし

“録画しやすい” アーカイブしやすい、復習しやすい

メリット

留意点

オンライントレーニングの場づくりのポイント

“参加者同士” の関係が作れるのか？

“グループワーク” が効果的に実施できるのか？

“自立学習” で学習効果があるか？
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LMS
SFA
CRM

Salesforce

Communities CloudService Cloud

Sales Cloud Commerce Cloud

AppExchange

IoT

Einstein

LMSとSFA/CRMは分離されているため、
目的が達成できているのか分からない

CRMと繋がっているため、学習した社員が
どのような結果を出しているのか計測することが可能

Analytics

myTrailhead
顧客管理/営業管理

myTrailhead通常の学習プラットフォーム

Pardot

CRM/SFA と繋がる学習プラットフォーム
ビジネス上の成果と学習状況を紐付けて確認
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Pardot

CRM/SFA と繋がる学習プラットフォーム
ビジネス上の成果と学習状況を紐付けて確認

“学習効果＝結果に繋がってるの？”

可視化することが最重要ポイント



インプットは細胞で覚えて＝アウトプットの繰り返しで定着します

アウトプットとフィードバックの繰り返しの基本徹底

顧客への提案プレゼン・デモの動画提出



営業の結果と連動して初めて成果がわかる



営業の結果と連動して初めて成果がわかる

過去数年間で入社した営業全員のデビュー月からのKPI成長カーブを分析

目指すべき成長速度をターゲット化＝ Enablementの成果KPI

青い線は
ハイパフォーマー
の立ち上がり速度



成長率

顧客基本情報 営業活動情報 案件
売上データ

社内SNS
コラボ

顧客の声
ユーザー
利用状況

ビジネス
分析

従業員
サーベイ

マニュアル 進むべき指針

人材育成
学習履歴

学習
ポータル
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データ活用リーダーシップ
収集・可視化・分析・決断・実行・学習・改善

Data-informed decision-making
Data-informed decision-making gives reference to the collection 

and analysis of data to guide decisions that improve success.

デジタルデータ + 人の気持ちや感情など = 人を中心としたデータ活用



ビジネスパーソン個人として

これから求められるNew Skills

unsplash.com



データ活用力
データ集積、分析、戦略、活用までデータインフォームド
(人中心の発想）で考えられる力

ITリテラシー
オンライン会議ツール・ホワイトボーディングアプリなど、
リモート環境を残り超えるITの力

周囲をポジティブにする力
リモートでも信頼関係を作る、相手を理解する、
空気を読むではなく、空気を作れる力

適応力
与えられた環境に順応するだけではなく、失敗することを恐
れずにトライしていく柔軟性、変化を恐れない力

楽しむ力
困難、不透明な状況でも前向きに考えられる力
イノベーションにもつながる発想力

抽象化と具現化
目に見える現象・変化から本質を抽象化して理解し、そして
応用をする力

セルフマネジメント
リモート環境下でも成果物をアウトプットする
ために、自身をコントロールする力




