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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.



力を合わせ、ともに進む



業種・業界を問わず前例のない影響が世界中に広まる



購買行動の変化

→ VUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性）要因がさらに加速

新型コロナウィルスに伴う消費者の変化

顧客価値観の変化生活・消費行動の変化

・ オンライン情報消費増

・ 自粛警察

・ 権威への信頼性低下

・ 大容量パッケージ/備蓄用

・ 三密を避けながらの買い物

・ ECの積極活用/置き配

・ 外出控え/リモートワーク

・ ハレの日需要減

・ インバウンド需要減



戦い方の変化
愚直なデータ主義・愚直な顧客主義が、VUCA時代においては非常に重要に

大が小を制す
規模の経済性
Big Beats Small

消費者全体に同じ価値観・
メッセージを大量に繰り返す

大量仕入れ・大量生産・大口取引

規模拡大のためのM&A

Legacy Post Covid-19

アジャイルと
顧客中心

Relevant and Agile

信頼できるソースから簡単に情報を入
手（インフルエンサー・口コミ）

D2C/ファン/顧客との共創

データ獲得のためのパートナーシップ



DX（デジタル変革）へのスピードが加速

デジタルな
意思決定

デジタルアプリの
重要性

デジタルな働き方の
サポート

デジタル
カスタマー

デジタル
チャネルへの移行

デジタルコミュニケーション
の普及

デジタル
コミュニティの拡大



変革のためのプラットフォーム
B2C/B2B共に顧客を中心にアジャイルな業務を実現。B2CデータをB2B業務に素早く活用

顧客エンゲージメントを強化しLTVを向上:
デジタルマーケティング・D2C

顧客コミュニティなど
デジタル接点を通じて顧客と繋がり続ける

消費者理解の強化と広告投資最適化：
あらゆるマーケティングデータを集約・統合

マーケターの迅速な意思決定をサポート

Consumer (1:N)

Customer (1:1)

B2C B2B

Chain （流通）

Client (小口顧客）

流通本部商談から店舗実現まで統合的な流通
プロセス全体の変革を支援：
一つのプラットフォームで、取引先のあらゆ
る情報を可視化。さらに、ラウンダー向けア
プリケーションで、理想的な店頭実現をより
確実に

営業のデジタル化を通じた新しい働き方：
オンラインでの法人キャンペーン・
オンライン商談・電子決済・B2Bコマースなど

Customer 360



変革のためのプラットフォーム
B2C/B2B共に顧客中心へ。B2CデータをB2B業務に素早く活用

消費者理解の強化と広告投資最適化：
あらゆるマーケティングデータを集約・統合

マーケターの迅速な意思決定をサポート

Consumer (1:N)

Customer (1:1)

B2C B2B

Chain （流通）

Client (小口顧客）



どのマーケティング施策を続け、

どれをやめて予算削減するべきか？

どの施策とカスタマージャーニー、

メッセージに対して、

最も反響があるか？

予算投資の効率をあげ、

ROIを向上するために

どう最適化するべきか？

人員を増やさずに、

どのようにデータ・ドリブンで

意思決定できるようになるのか？

＜内容の評価＞

＜施策の評価＞ ＜再投資の判断＞

＜分散チーム＞

予算計画・売上計画の見直しに伴い
販売宣伝活動に対するプレッシャーが高まる

進むべき道を照らすのはデータ。
データを効果的に可視化しインサイトを得ることが、迅速な意思決定において重要に



データがあっても・・・

サイト

クリエイティブ

チャネル

キャンペーンプログラム

セグメント

地域

ビジネス
ユニット

広告枠オーディ
エンス

?

ブランド・キャンペーン・チャネル・地域など多様化する中で、複数のチャネルでの広告やマーケティング施策
の結果のデータを繋げて統合し、マーケティング施策のパフォーマンスを分析することが困難



PROGRAMMATIC 
ADS

AGENCY 
REPORTING

EMAIL, 
MOBILE, SOCIAL

WEB ANALYTICS SALES
CRM, LOYALTY. 

SERVICE
PAID

TRADITIONAL ADS

Datorama = Marketing Intelligence

PAID 
DIGITAL ADS

Datorama
全てのマーケティングデータを繋いで統合

マーケター

ここにビジネスの
ビジネス成長の
要因がある

効果のあるもの、上手
くいっていないものが

すぐに分かる

ダッシュボードと
レポーティング

インサイトと分析 ゴール、アラート
と活性化



• 分散した各種マーケティングデータを
俯瞰的に可視化・分析

• メディア別、チャネル別の配信効率を
リアルタイムにモニタリング

• リモートワーク環境化でのタイムリーな情報
共有を可能にするダッシュボード

何を活かして、何を止めるか、より機動的で確かな意思決定のために

マーケティングインテリジェンスの活用



”コロナの影響を受けているからこそ、これまで以上に取捨選択が必要で、その時本当に
Datoramaが役立つ。リアルタイムで見て、タイムリーに判断して、費用対効果が良くな
いものはやめて、費用対効果が高いものに投資、限られた予算を効率的に使うにはリアル
タイムで勇断する必要があるので、Datoramaをもっと活用していきたい”

空調メーカー マーケティング担当様

コロナ禍におけるユーザー企業様の声

”不確実性の高い状況下において、現状をスピーディーかつ正確に把握し、意思決定を
していく重要性が増している。Datoramaによる広告の配信効率やエンゲージメントの
ライブモニタリングは、このような状況下においても有効なPDCAを可能にする。いわ
ば、波乱の航海における羅針盤のようなものだと捉えている”

食品メーカー マーケティング担当様



変革のためのプラットフォーム
B2C/B2B共に顧客中心へ。B2CデータをB2B業務に素早く活用

顧客エンゲージメントを強化しLTVを向上:
デジタルマーケティング・D2C

顧客コミュニティなど
デジタル接点を通じて顧客と繋がり続ける

Consumer (1:N)

Customer (1:1)

B2C B2B

Chain （流通）

Client (小口顧客）



消費者との接点構築・理解・データ活用を効果的に行うためには・・

ロイヤリティループ構築へ向けた課題

検討

評価

購買

繋がり

信奉

享受

ロイヤリティ
ループ

認知

ブランドにロイヤルな
ファンの力を活用しきれ
ていない・・・

ブランドメッセージが
流通チャネル経由では
伝わりきらない・・・

1st Party Dataが乏しく、
再購買キャンペーンの効率が
悪くスケールしない



D2Cを実践するための切り口

• データ・インサイトを獲得する • 独自の体験を提供する

消費者理解（データを獲得）

• サブスクで販売を強化

新規事業（利益を獲得）

消費者は、小売チェーン以上にブランドに対して信頼する傾向がある



オンラインセールスを迅速に開始

包括的なコマースエクスペリエンスを立ち上げ、営業活動
をすばやくデジタル化

あらゆるチャネルでつながり、リアルタイムで応
答

データとAIを活用し、ショッピングからセルフサービスま
でつながるカスタマージャーニーを提供

顧客の気持ちを汲み取る

顧客の声に耳を傾け、リアルタイムのデータで顧客の現状
とニーズを的確に把握

デジタルコミュニケーションをパーソナライズ

デジタルチャネルを迅速に取り入れ、最適なメッセージを
届けたい相手にベストなタイミングで提供

デジタル接点を通じて顧客を理解し、顧客と繋がり続ける

顧客エンゲージメントの強化



変革のためのプラットフォーム
B2C/B2B共に顧客中心へ。B2CデータをB2B業務に素早く活用

Consumer (1:N)

Customer (1:1)

B2C B2B

Chain （流通）

Client (小口顧客）

流通本部商談から店舗実現まで統合的な流通
プロセス全体の変革を支援：
一つのプラットフォームで、取引先のあらゆ
る情報を可視化。さらに、ラウンダー向けア
プリケーションで、理想的な店頭実現をより
確実に



流通戦略と実行を統合化、インサイトとスピードを獲得
流通本部商談から店舗実現データ分析まで統合的に流通プロセス全体の変革を支援

流通チェーン本部との営業プロセスを支援。
業務効率を高め、顧客との接遇時間や分析時
間など付加価値業務に集中。

店頭活動ともシームレスに連携し、店頭活動
依頼や結果のトラッキングもスムーズに売上や数量/店頭活動状況など、消

費財企業の対流通活動に必要なKPI
をテンプレート化

独自のダッシュボード作成や AI利
用の高度分析も可能

訪店活動と店頭活動（店舗商談/店頭調査/サ
ーベイ/売り場作りなど）を支援。標準化さ
れたタスクとモバイル機能で業務の抜け漏れ
を防止し、生産性UPを実現

キーアカウント管理

（本部商談活動）

データの可視化と高度分析

リテールエグゼキューション

（店頭活動）

アカウント
プラン

本部商談

エリア連携
(指示)

店舗商談

店頭活動

取引先・店舗別
分析

販売計画
管理

訪店計画

カテゴリ
SKU分析

生産性
分析

流通
（取引先）

店頭活動

本部向け
営業活動

分析活動



Consumer Goods Cloudの機能概要
既存Cloud機能のいいところどり＋業界特有の機能をパッケージング

Sales Cloud

Platform

Einstein Analytics for

Consumer Goods Cloud

Salesforce Map

Einstein Vision

業界向け機能
(店頭実現)

Consumer Goods Cloud

APIモバイル 認証 Chatter プロファイル レポート/ダッシュボードワークフロー

業界向け機能(本部営業)

商談管理

棚割りAI画像解析

Einstein Analytics

問合せ管理

訪店ルーティング

基本的スケジューリングや地図上のデータ表示

高度なルーティングや計画

標準モバイルアプリ / 業界向けデータモデル / 店頭活動支援 機能

業界向けダッシュボードテンプレート / 標準データマート / データフロー

店頭 受注・返品受付

販売計画管理

AI業務支援機能

データ分析・可視化プラットフォーム / AI機能

Merchandiser Field Sales Strategic Sales



理想的な店頭実現を確実かつスピーディーに

出勤前 移動中 店舗前駐車場 入店

●本日の訪店計画を確認
● 1日全体の予定を一目で確認
●必要に応じてChatterから

Mgrへコミュニケーション

●スマートルーティングで、
最短時間で目的地に

●実行タスクを一覧で確認
●作業指示にある添付資料

(PDF)を確認
●過去のビジットの引き継ぎ

事項や注意点などを確認

●作業開始時点のタイムスタ
ンプ

●経過時間のトラッキング
●タスク完了をガイドするUI

必要な準備を素早く 生産性を可視化するスケジュールを一元的に確認 目的地までガイド

リテールエクゼキューションの主要プロセス



理想的な店頭実現を確実かつスピーディーに

プロモーション確認 プラノグラム確認 退店店頭サーベイ

リテールエクゼキューションの主要プロセス

●棚・商品などに応じたプロ
モーションの実行状況を、
確認。デジタルで素早くテ
ンプレートを切り替え

●スマホカメラの写真を用い
た、プラノグラムチェック

●商品バーコードのスキャン
で、商品情報を素早く確認

●店舗スタッフに定性的な
アンケートを行うことで、
マーケットの状況を確認
することができます

●必須作業の抜け漏れをシス
テムがチェック

●報告業務が簡素化されると
で、ラウンダー業務の質・
量を強化可能に

マーケットリサーチを簡単に 作業実行を確実に店頭での実行状況を評価確認 AI活用で作業時間短縮



消費財業界のための、世界No.1のCRM

業務が中断しないようミッションクリティカルな
チームを支援

自宅でも移動中でもリアルタイムで連携

必要な商品を、必要としている店舗に供給

AIとデータにもとづく意思決定で効率的に納品

顧客と信頼関係を築き、営業担当者の生産性を向上

ルートを最適化して移動時間を短縮し、予定どおりの時間
に到着

店舗業務を維持しながら、従業員の感染リスクを
最小化

自動化で従業員の生産性を向上し、注文のセルフサービス
化で顧客による商品補充を支援

Customer 360 Consumer Goods



変革のためのプラットフォーム
B2C/B2B共に顧客中心へ。B2CデータをB2B業務に素早く活用

Consumer (1:N)

Customer (1:1)

B2C B2B

Chain （流通）

Client (小口顧客）

営業のデジタル化を通じた新しい働き方：
オンラインでの法人キャンペーン・
オンライン商談・電子決済・B2Bコマースなど



新商品展示会・
商談会

客先訪問 書面のやりとり 定期訪問

捺印のための
出社要請など

リモートワークの
足かせに

対面接触を減らしながら
顧客対応・交渉を行うため

営業生産性がダウン

大規模なイベント・
展示会の中止に伴い

ブランド認知率がダウン

FAX送受信のために
出社が必要

注文処理のための再入力
などの手間

今までの営業の”当たり前”が試されている

一部のITツール導入による”その場凌ぎのデジタル化”ではなく、
データ活用による”営業スタイルのDX”でVUCA時代に備える



Withコロナにおける営業DXの姿
デジタルチャネルの充実、自動化、局面での対面営業の活動

顧客獲得

Web広告
自社Webinarなど
デジタル起点での
見込み顧客獲得

営業活動
商談推進

契約処理
アフター
再購買

オンライン商談
の活用を通じて
データに基づく
科学的な営業活動

電子署名・承認ワー
クフローの活用で
リモートワークの
ボトルネックを解消

B2B向けのECサイト
で簡単に注文・問合

に対応

単に非対面化するだけではなく、オンライン化することで、データ・ドリブンの営業インフラが構築可能に

新商品展示会・
商談会 客先訪問

書面のやりとり 定期訪問

セルフサービス
電子署名オンライン商談オンライン

セミナー



データ・ドリブンのオンライン営業活動の全体像

営業システム上の顧客/案件/活動/見積/契約などあらゆる情報

顧客獲得
営業活動
商談推進

契約処理
アフター
再購買

オンラインセミナー

セミナー・イベントの企画・
配信・解析を簡単に実現

SFA/MAと連携することで顧客の
視聴履歴・行動に応じたホットリ

ードを特定

Salesforceとパートナーソリューションを組み合わせ、素早く環境を構築

オンライン商談

簡単接続で顧客とつながる
録画データに基づく分析で

営業の底上げを実施

SFAと連携することで顧客との
対応メモ/スケジュールと連携
より効率的な営業活動を実施

オンライン契約締結

社内稟議・承認・捺印を
全てオンラインで完結

SFAの商談情報と連携。
一つのアプリから全て完結。

オンライン商談

いつも使うECのように
簡単に法人注文・問合

B2B取引向けに設計されたPF
オンラインで素早く注文や
新製品の案内・問合に対応



まとめ

● 新型コロナウイルスに伴い、顧客行動・価値観が変化

● 変化が一過性のものなのか、今後の第二波・第三波の影響がどういう形でどこで訪れるのか

読めない、VUCA要因が加速。

● VUCA時代には、アジャイルで顧客中心であることが重要に。愚直なデータ主義・顧客中心主義

を貫くこと

● SalesforceはB2C/B2B両面でのCRMプラットフォームを提供

○ 顧客中心・スピード・統合性が大きな特徴

■ Consumer向け (1:N)：素早い意思決定のためのマーケティングインテリジェンス

■ Customer 向け (1:1) ：D2Cの顧客接点構築を素早く

■ Chain 向け（流通）：本部商談ー店頭実行まで連動

■ Client 向け（法人小口）：データ・ドリブンの営業インフラ構築




