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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.



アクセンチュア株式会社にて、組織・人材開発コンサルティングに10年以上従事。
組織・人材戦略の立案から研修・eラーニング等の仕組みづくり、チェンジマネジメント、
ワークスタイル変革等、支援テーマは多岐に渡る。

その後、コーチングファームにて、エグゼクティブコーチングを通じて組織・風土変革を支援。

2015年にセールスフォース・ドットコムに入社。
セールスイネーブルメント部門にて、営業組織のパフォーマンス向上施策を企画立案、実行。

河邉 大輔（かわべ だいすけ）

株式会社セールスフォース・ドットコム

セールスイネーブルメント、ディレクター



従来の “学びの場” が失われた。

コロナ禍における製造業の人材育成

対面でのOJTが中心なので

現場で技能継承が

難しい

気軽に会話しずらく、
従業員が

何に困っているのか
わからない

現場のマネージャーが
多忙になりすぎて

人材育成に時間を
かけられない

コロナを通じて新しい知識・
スキルが必要と分かった

どのように見極めるか

新入社員研修を

オンラインでやるのは
限界



製造業における “学び” の再定義
ニューノーマルでは平時/有事に関わらず、事業成長に資する人材への投資が必要。

出典：IndustryWeek50 (6 Keys to a Successful Restart After COVID-19)

製造プロセスにおけるクリティカルスキル
とロールを特定する

来る危機に備えてトレーニング計画を
作成し、スキルギャップを埋める

事業の存続・成長のために
人材育成を継続する



ニューノーマルに向けたSalesforceにおける新しい “学び方”
デジタルをフル活用し、従業員の “学び” を再設計。

クリティカルスキルの
再定義

- 言語化 -

プロセスにおける新たな
ボトルネック把握

ハイパフォーマーの
ノウハウ炙り出し

Learning Journey
（学びの道筋）を再定義

デジタルで
暗黙知を学びに変換

- わかる -

いつでも気軽に、楽しく
学べる学習ツール

最新ナレッジを文脈と共に
提供

学びのフォローと
コンテンツの鮮度担保

デジタルで
業務と学びをつなげる

- できる -

対面と変わらない実践型
トレーニング＆フィードバック

成長に向けた従業員との
コマメな対話

学びを業務に埋め込み
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営業管理システムで営業現場の “活きた教材” を集める
商談（案件）の情報がすべてオープンになっており、”勝ち“商談の裏側が分かります。

全体の商談状況

個々の商談情報



商談基本情報

金額 受注予定日 フェーズ 売上予測

担当営業 製品種類 リード情報…

競合情報 現行システム 競合製品…

活動・Chatter

営業活動の全履歴

過去の商談に
関連するやり取り



学びの “道筋” を再定義する（弊社営業社員の例）
データから汲み取ったクリティカルスキルを、最短距離で学べる道筋を設計します。

商談を進める
【 180 days 】

価値を合意する
【 150 days 】

商談を作る
【 120 days 】

計画を立てる
【 90 days 】

お客様を知る
【 60 days 】

 お客様の経営 / 事業戦略、
課題、組織図を把握し、

提案テーマが決まって

いる（Tier1）

 年間達成に向け、どのお
客様から、いつ、どれぐ

らいの売上を獲得するか

を根拠と共に説明できる

 担当業界においてありが
ちな経営課題について

Salesforceの事例を話す

ことができる

 お客様の具体的な業務内

容や課題をヒアリング
し、業務フローを作成

できる

 商談を進め、受注予定日
に確実に受注するための

シナリオを説明できる

 パワーマップを基に、
Pipe Gen / Progressionの

アクションプランが

具体的に決まっている

 いつまでに、どれぐらい

の商談を創る必要があ

るかが明確になっている

 担当するお客様向けに

Big Pictureを作成し、
Salesforceの強みを話すこ
とができる

 業務フローにおいて
Salesforceの導入により
お客様が得られる

定量・定性効果を明示

できる

 社内外の様々なリソー
スを巻き込み、プログ
ラムを活用しながら商談

を進めることができる

 社内外のリソースに対す

るリクエストが決まっ

ている

 売上とPipelineの現在地を

把握するレポート・
ダッシュボードができ

ている

 事例やBig Pictureの内容を

デモで説明できる

 Salesforceのソリューション
が競合を排除できる

差別化要因を説明できる

 お客様の経営課題を起点に、
Salesforceの価値が伝わる

提案書を作成できる

入社：Day1
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Trailhead ～いつでも手軽に、楽しく学べる学習環境
隙間時間に実務に必要な知識を手に入れられます。



適切な人に、適切なコンテンツをお届け
適切な対象者に必要なコンテンツを、然るべきタイミングで自動配信しています。

開封確認で
漏れなくフォロー

分岐で適切な
人に配信

“学習の道筋” に
応じた適切な時期、順番

コンテンツ配信計画 配信メール（例）

✓ 動画

✓ Trailhead

✓ 参考資料



飽きさせないコンテンツ（約300モジュール）
業務知識・製品知識・ソフトスキルなど、気軽に学べるコンテンツが満載です。





ナレッジポータル ～旬な武器の格納庫
様々な局面で活用できる “武器” をまとめるサイトです。

社内SNSに流通する人気コンテンツ

様々なカテゴリーからドリルダウン検索

Botで会話！



現場の “ウケ” を把握し、注目されるナレッジを抽出

17

レポート&ダッシュボードを利用し、
現場の注目度の高い社内SNSの投稿を抽出



Enablement TV ～動画学習プラットフォーム～

文脈を届けるコンテンツ（例）

✓ 大型商談を受注した営業社員のノウハウ

✓ 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

✓ エグゼクティブからのメッセージ



現場を飽きさせないコンテンツマネジメント
視聴数とコンテンツの質/量をもとに改善を繰り返す、 “マーケティング”の仕事です。

視聴数（高視聴率）
→何が人気か？

視聴数（要改善）
→何を入れ替えるか？

配信量
→停滞していないか？

コンテンツ量/質
→バランスは？
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対面と変わらない実践型トレーニング
デジタルツールを駆使し、対面から質を落とさず、効率的に学びの場を提供しています。

オンラインワークショップ

移動時間なし・会場の手配なし



フィードバック ～学びと実践の “つなぎ”
多くのフィードバックがアウトプットを磨き、応用力を養います。

営業マネージャーからのフィードバック
→ 学びと実践の “つなぎ”

参加者は社内SNSに
アウトプットを提出



成長に向けた従業員とのコマメな対話
営業マネージャーが個々の営業社員の立上り状況を定期的にチェック＆コーチング。

コミュニケーション
ボード

“学び” の道筋で現在地を確認
（クリックして拡大）

成長チェック
→ 上司と部下が対話して確認

進捗率を可視化



学びを業務に埋め込み
業務を行う画面上で、シナリオに沿ってシステムの使い方を学べます。
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