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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.
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アジェンダ

• これからB2B企業間取引でなぜデジタルチャネル/CXが重要になるか？

• B2B 企業間取引における新たなつながり方とは？

• B2B Commerceを活用した変革とは？



出典: 2020/5/27 Yahoo News: “コロナ禍でもなくならないBtoB取引の”FAX出社”、購買・営業活動のオンライン化には6割以上が「関心あり」
”
https://news.yahoo.co.jp/articles/53d74ade107d6cbb846d91b496cf20c260748d89

社会的背景

日本の現状

https://news.yahoo.co.jp/articles/53d74ade107d6cbb846d91b496cf20c260748d89


B2B体験全般における企業の対応は概ね満足できると回答した人はわずか 27%※2

引用：※1 経済産業省 「我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備」

※2 Salesforce Research “State of Connected Customer”

いまだに約70%が電話・郵送・FAXでのやり取り※1

社会的背景

日本の現状



82%の法人購入者は個人として購入するときと同じ体験を望んでいる※2

1万人に聞いたEC利用率※1

私生活の購買ではECが当たりまえになっている

社会的背景

引用：※1 野村総合研究所「生活者1万人アンケート調査(8回目)」※2 Salesforce Research “State of Connected Customer”

日本の現状



顧客体験に焦点を当てる

89%のバイヤーは、商品やサービスと同様に

「購買時の良質な経験」が非常に重要だと回答
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データは石油

引用：2007/6/2 日本経済新聞「世界の株、時価総額最高 IT勢にマネー流入」 5月末76兆ドル

https://www.nikkei.com/article/DGXLZO17212690S7A600C1MM8000/

https://www.nikkei.com/article/DGXLZO17212690S7A600C1MM8000/


まとめ

これからB2B企業間取引でなぜデジタルチャネル/CXが重要になるか？

WHAT

HOW

WHY

ニューノーマル時代 、変化スピードが加速

→ B2Bバイヤー自体が変化
→ すでに競争原理が変化してしまっている
→ データ、顧客体験価値がポイントに

WHY（なぜ）



アジェンダ
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FAX ・郵送

FAX ・郵送

①発注書を作成して送付 ②注文を社内システムに入力

④請求を社内システムに入力 ③請求書を作成して送付

買い手企業 売り手企業

現状
典型的なB2B取引のやり取り(FAX・郵送)



典型的なB2B取引のやり取り(EDI*)

②データの形式・内容①取引プロセス

買い手企業 売り手企業

発注

請求

③通信プロトコル

*EDI：電子データ交換(Electric Data Interchange)

現状



買い手企業 A社 売り手企業

発注

請求

買い手企業 B社

郵送・FAX

手
入
力

手
入
力

EDIは買い手と売り手双方の導入が必要

現状



買い手企業 A社 売り手企業

発注

請求

発注

請求

買い手企業 B社

EDIは買い手と売り手双方の合意が必要

現状



Change the Game!!

Change the Game!!



買い手企業 A社 売り手企業

発注

請求

買い手企業 B社

発注

請求

B2B企業間取引における新たなつながり方

B2B Commerceでは、買い手と売り手双方の合意が原則不要

https://sdodemo-main-166ce2cf6b6-168-16c7016e623.force.com/DefaultStore
https://sdodemo-main-166ce2cf6b6-168-16c7016e623.force.com/DefaultStore


B2B企業間取引における新たなつながり方

Webで繋がるすべての企業と取引可能になる



買う側：情報を「待つ」

・担当営業が情報を持ってきてくれる

営業：アプローチは「アウトバウンド」

・テレアポ

・飛び込み

・DM送付

・イベント

買う側：情報を「探す」

・Web上で情報を収集しながらサービスを比較・検討

営業：アプローチは「インバウンド」

・リスティング広告

・SEO集客

・ホワイトペーパー

・ブログ

B2B企業間取引における新たなつながり方

営業リソースに限定しないインバウンド営業が可能になる



※ 画面はイメージです

B2B企業間取引における新たなつながり方

購入者は個人として購入するときと同じ体験ができる
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Salesforce B2B Commerce 

B2B向けの充実したeコマース機能
アカウント階層、SKU直接指定、価格交渉、カスタム
カタログ、分割配送、複数の支払い方法、その他多数

シームレスな顧客体験
CRMデータを組み合わせることで、マーケティング、
セールス、コミュニティ、サービスをシームレスに
横断した体験を構築

クラウドが実現するスピード
世界で最も信頼度の高いクラウドプラットフォーム上に
構築されていることで、迅速な導入と更新を実現

B2B Commerce特長

世界ナンバーワンのCRMが動かす唯一のEコマース



B2Bコマースで必要な機能を豊富に実装済
顧客アカウント階層（企業、部門、部署）、複雑な価格設定（掛け率、値引き）カスタムカタログ（WEBカタログ）、
アカウント管理（権限管理）などB2B機能を提供
Salesforceプラットフォームにネイティブに構築し、アカウントや連絡先などのCRMデータを組み合わせて活用可能

営業情報、
保守情報との連携
受注履歴の照会、オープン
カート、サービスケース

超大規模オーダー
1,000行単位のオーダーを
1回で実現

2-click での
リピートオーダー

クイックオーダー、
テンプレート

様々な決済手段で
の購入
注文書、銀行振り込み、
契約書、クレジットカー
ドなど

価格ネゴシーエション、
掛け率相談
製品取扱資格、契約、顧客
セグメントに基づく価格設定

大量購入し、
複数配送先に別送
1つのオーダーを複数の
配送先へ分割

B2B Commerce特長



営業

B2B Commerce 導入前 With B2B Commerce

機会損失 • 営業メンバーがアクティブな時間が増加し、
より多くの顧客をフォローできるようになる

• 商談を見極め効率的に対応

商談の結果合意した商品
価格を顧客ごとに設定し、
次からはECサイトで購入

より多くの顧客に対して効率的に営業できるように変化



B2B Commerceを起点とした改革

売上

大口注文

小口注文

対応コスト 対応コスト

B2B Commerce

フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３

売上

(顧客数増加)

B2B Commerce
＋

Pardot

B2B Commerceに
よる繰り返し注文
の効率化

SEO・リスティング広
告・キャンペーン・イベ
ントによるリードの創出
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＋
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現状

数の多い小口顧客に対して、 大
口顧客と同じ注文の取り方をし
ているので、小口顧客の総コス
トが高くなっている



投資対効果
3年間でのROI

NPV(正味現在価値)は、$9.6M

271%

売上増加: $7.3 M
B2B Commerceによる利便性向上、アップセル
＆クロスセルの効果による。

コスト低減: $3.7 M
セルフサービスでの購買 (１オーダーあたり
$12の削減)とIT運用コストの最適化による。

早期ROI: 7ヶ月
平均投資回収期間。90日でMVP(Minimum Valuable 
Product)、6〜9ヶ月で機能拡張をリリース。

Forrecster Research: The Total Economic ImpactTM Of Salesforce B2B Commerce, June 2019 ※
https://www.salesforce.com/form/commerce/total-economic-impact-salesforce-b2b-commerce-cloud/

※ B2B Commece導入企業4社（化学、食品、消費財、製造）のデータとアンケート結果からのレポート

明確なROI

Salesforce B2C Commerceの導入効果
調査会社のForrester Research社から、売上増加・コスト低減・早期ROIの

効果があるとのレポートが出ています

https://www.salesforce.com/form/commerce/total-economic-impact-salesforce-b2b-commerce-cloud/


ユーザーエクスペリエンスを向上し

サポート・インバウンドコールを

削減、Eコマース上でのクロス

セリングにより売上拡大を

実現しました。

• サポートオペレーターの大幅削減

• 顧客ごとに異なる価格設定

• パーツカタログを刷新し、販売代理店
が使いやすいように改善

• WABCOの売上の25％を占めるアフタ
ーマーケットの売上拡大

• サポートへのインバウンドコール数を
大幅に削減

• クロスセルによる売り上げの増加

• 基幹システムと連携してリアルタイムな
受注、配送を実現しリードタイムを短縮

チャレンジ イノベーション

自動車部品メーカー
売上:3,000億円
従業員：12000人
39カ国展開

B2B Commerce

Community Cloud

Sales Cloud

Service Cloud

WABCOがアフターマーケットの
セールスエクスペリエンスを一新



顧客を中心に考える

イノベーション事例

他にはない利便性

オンライン発注

クラウドコンタクトセンター

オンラインでクレーム管理

顧客ポータル

パーソナライズされたおすすめ

• 高い順応性や、製品情報への直接アクセス

• 発注履歴をベースに、より幅広い推奨製品を提案

• 簡単な情報検索とシンプルな発注方法により時間を節約



カスタマーエクスペリエンスが新たな差別化要因に

パーソナライズされた顧客対応

eコマース サービス
デスク

デジタル化
された

対面型営業

デジタル
マーケティング

• 最高のカスタマーエクスペリエンス

• ペルソナベースの魅力的なカスタマーエンゲージメント

• 運用効率向上と、継続的かつ長期的な収益増

既存取引に基づいた
レコメンドメール

発注の手間を
大幅に削減
定期購入の実施

Chatbotを活用
したサポート

戦略的な工数分散と、
タイミングをつかん
だ営業活動

イノベーション事例




