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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 
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.





Salesforce Customer 360
信頼・スマート・柔軟・持続可能

セールス

顧客支援

パートナー

業種別
ソリューション

Trailblazerの支援、
再研修

従業員
エクスペリエンス

インテグレーション

アナリティクス

アプリ

コマース

マーケティング

サービス

プラットフォーム

モバイル ブロックチェーン 画像 音声

セキュリティ プライバシー、
アイデンティティ

コミュニティ ビルダー フロー

AI



人を中心に据えたサービスを強化

OpenTable
Judy Tang氏出典：Salesforceによるカスタマーサクセスの指標に関する調査、2019年

顧客を全方向から把握してパーソナライズ

インテリジェンスで支援

信頼性の高いエンゲージメント

すべての人のため

あらゆるソースのデータを集約

チャネルをまたいでエンゲージメントを連携

AIを活用したおすすめ

組み込みの自動化とボット

高度なスケジュール設定、最適化、
ロケーションインテリジェンス

リソースと顧客の立場に立ったモバイル機能

価値を重視したイノベーション

組み込みのナレッジとトレーニング

インテリジェントなエージェントワークスペース

あらゆる状況、状態にある人々の利用を想定した
インクルーシブ仕様

顧客満足度の向上

+30%

Service Cloud



人を中心に据えたサービスを強化するには

1つの画面から
アクションを実行

ルーティンワークを自動化

チーム間でナレッジを活用

サービス業務を最適化

オンラインエクスペリエンス
をスピーディに構築

あらゆるデータやプロセスを
組み込み

すべてのチャネルで
サービスを合理化

AIとボットでサービスの
規模を拡大

モバイルワーカーを支援

フィールドサービス業務を
強化

つながるサービスで
顧客満足度を向上

システム間でデータを統合

インフラストラクチャを
合理化し、セキュリティを確保

ITを拡張し、イノベーションを
加速

エージェントの
生産性を向上

シームレスな
デジタルサービスを提供

フィールドサービスの
エクスペリエンスを向上

ビジネス全体で
サービスを連携

Service Cloud



コロナ禍で加速する”デジタルトランスフォーメーション”

AIや機械学習を活用
した意思決定

デジタルアプリ

の重要性

リモートワークや従業員
サポート/教育のデジタ
ル化

デジタル

カスタマー

デジタルチャネル
へのシフト

デジタル

コミュニケーションの

普及

デジタル上の従業員
やパートナー企業と
のコミュニティ

< 顧客体験 / 行動変化 > < 社内業務 / テクノロジー取込み >



企業が目指すべき方向性

お客様の「XXXしたい」を全社で把握、理解、アクションできる基盤を

ウェブサイト Eメール施策 In-App
メッセージ

店舗/コールセンタ
ー端末上の

推奨アクション

広告



石油・ガス業界で起こっているデジタルトランスフォーメーション

1.従業員およびパートナー
との信頼関係の構築

既存のIoT投資をAI対応
プラットフォームに

接続して運用

デジタルツールは、
変化する労働力を引き付け、
維持し、スキルを高め、
従事させるのに役立つ

炭素排出への圧力の高まり
により、グリーンテクノロ
ジーと新しいビジネスモデ

ルへの投資が加速

デジタルビジネス戦略への
投資は、企業のエコシステ
ムに生産性と透明性を

もたらす

2.新しいビジネスモデル
の展開 3.変化する労働力の強化 4. AIとコネクティビティ



石油・ガス業界のお客様

サプライヤーとパートナー 外部のステークホルダー

石油元売会社ディストリビューター 消費者

従業員および請負業者 資産と設備



サプライヤーとパートナー 外部のステークホルダー

石油元売会社ディストリビューター 消費者

従業員および請負業者 資産と設備

石油・ガス業界のお客様



連動する「従業員体験」と「顧客体験」
Service Cloud と Salesforce製品群の連携で実現

お客様と企業のあらゆる接点において、お客様の情報と動きを捉え、それを可視化、分析し、

自動化した形で「パーソナライズされた顧客体験」と「最適な業務体験」を実現します
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デモンストレーション

株式会社セールスフォース・ドットコム
セールスエンジニアリング統括本部
ソリューションセールスエンジニアリング本部
サービスクラウドスペシャリスト

宮坂裕貴



デモストーリー：SalesforceでDXがどう変わる？

お客様

店舗マネージャー

店舗スタッフ

送客 予約 来店 店舗対応 洗車 フォロー

アプリで
洗車予約

アプリで
メッセージを

受信

情報を確認
洗車

アプリで
メッセージを

受信

スタッフを
アサイン

車で
来店



デモストーリー：SalesforceでDXがどう変わる？

お客様

店舗マネージャー

店舗スタッフ

送客 予約 来店 店舗対応 洗車 フォロー

アプリで
洗車予約

スタッフを
アサイン
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デモストーリー：SalesforceでDXがどう変わる？

お客様

店舗マネージャー

店舗スタッフ

送客 予約 来店 店舗対応 洗車 フォロー
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連動する「従業員体験」と「顧客体験」
Service Cloud と Salesforce製品群の連携で実現

お客様と企業のあらゆる接点において、お客様の情報と動きを捉え、それを可視化、分析し、

自動化した形で「パーソナライズされた顧客体験」と「最適な業務体験」を実現します
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あらたな「業務体験」と「顧客体験」を生み出すデータの流れ
データ収集/統合

CDP

• 顧客軸だけではなく
様々な軸でデータ分析

セグメンテーション

外部BIツール

Tableau

分析/ 可視化 施策実行

DMP
(Audience Studio)

• 社外より入手
(2nd / 3rd Partyデータ。
自社外における顧客
行動や属性を把握）

チャネル

E-Mail

SNS

Webサイト

Marketing Cloud

• セグメントを施策に利
用（広告配信）

• 複数軸でのデータ可視
化・分析

分析/施策をベースとした処理

顧客接点管理

CRM

Sales Cloud

Service Cloud/

Field Service

Web

Webサイト

Offline/IoT

POSデータ

IoT/Beacon

基幹システム

課金・請求情報

サービス利用状況

E-Commerce

DMP
(Audience Studio)

• マーケター向け分析・
配信セグメント作成

DMP
(Audience Studio)

• 組み込みUIからのオー
ディエンス理解

Interaction Studio

• 顧客の行動データをリ
アルタイムに受け入れ
し、自動で統合

SMS

プッシュ通知

お客様/業務トリガーによる処理

App
Heroku(Backend)

• Mobile Appにおける顧
客行動の蓄積と最新の
属性情報の保持

クエリ(CLI)操作
※IT部門主管

GUI)操作
※業務部門主管

モバイル行動（トランザクション）CRUD

CRMデータのネイティブ同期

エクスポート
・整形・加工

Marketing Cloud

• カスタマージャーニー
や各種マーケティング
チャネルの施策実行

Interaction Studio

• 顧客の興味関心や嗜好
性を自動で判断

• 顧客ひとりひとりに合
わせたコンテンツ出し
分けを自動で実施

Interaction Studio

• 瞬間的にその行動デー
タに対してアクション
が必要かを判断し、必
要であればすぐに発動
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CDP
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• 顧客の興味関心や嗜好
性を自動で判断

• 顧客ひとりひとりに合
わせたコンテンツ出し
分けを自動で実施

App
Heroku(Backend)

• Mobile Appにおける顧
客行動の蓄積と最新の
属性情報の保持

クエリ(CLI)操作
※IT部門主管

GUI)操作
※業務部門主管

モバイル行動（トランザクション）CRUD

CRMデータのネイティブ同期
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• 瞬間的にその行動デー
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本日のシナリオ

あらたな「業務体験」と「顧客体験」を生み出すデータの流れ



イノベーションと専門知識を駆使した、世界No.1のCRMでカスタマーサクセスを後押し

保守・営業派遣 / モバイル 来店・派遣のウェブ予約

緊急対応・定期保守などのスケジュールを自動化

スキル・チーム・移動距離・人指定など
様々な条件で最適な人員を自動でスケジュール

業界屈指の最適化エンジンで一括スケジュール

億を超える計算を経て、
全体の予定の最適解を迅速に計算

予約もセルフサービスで提供

必要なスキル等の情報とリアルタイムの空き状況を
組み合わせて、お客様に即時予約を提供

モバイルアプリでオン・オフライン問わず、
人員をサポート

顧客情報の確認から、業務フローの活用、
完了報告までをリモートで完了

Field Service

出典：IDC社、『Worldwide Semiannual Software Tracker』（2020年10月）。
CRM市場には、IDC社が定義する、営業チームの生産性と管理、マーケティングキャンペーン管理、
カスタマーサービス、コンタクトセンター、広告、デジタルコマースアプリケーションの各機能別市場が含まれる。



どこからでもマーケティング

アプリを使ってマーケターが自宅からスピーディに
キャンペーンを展開し、チームで連携

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

顧客への共感を表し、寄り添う

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

予算の支出を最適化

マーケティングの成果を1つの画面で把握し、リアル
タイムの意思決定でマイナスの影響を最小限に抑える

世界No. 1の信頼性を誇る
マーケティングソリューション

Marketing Cloud

出典：2017年から2019年にかけて実施したSalesforceのカスタマーサクセスに関する調査より。Salesforceの顧客企業3,384社（無作為抽出）が回答。
出典：IDC社、『Worldwide Semiannual Software Tracker』（2020年10月）。CRM市場には、IDC社が定義する、営業チームの生産性と管理、
マーケティングキャンペーン管理、カスタマーサービス、コンタクトセンター、広告、デジタルコマースアプリケーションの各機能別市場が含まれる。

+30%
平均のROI向上率



Listen Act+    Understand+ 

リアルタイムの人軸かつ
時系列のデータ統合

機械学習

顧客体験と業務のスピードに
合わせたセグメント化

機械学習

オン/オフライン問わない
アクション指示

Web
Moments that matter when 

browsing or converting

Service / Sales
Case resolution or customer

status change

Email / Campaign
Email campaign responses

On-Property
ATM / Kiosk / IVR / Console event

Web
Personalization

Service / Sales
Deliver insights / Push Lead / Task

Email / Campaign
Email personalization / Next best 
campaign / Add to a Journey

On-Property
Deliver personalized Next Best
Conversation or offer

Mobile
In-App Personalization / Push

Mobile
In-app behavior for key propositions

Interaction Studio リアルタイムな情報統合とアクション指示



お客様と業務の新体験を支えるプラットフォーム

お客様 従業員

見た
クリック
した

接客結果
ヒアリング
フラグ追加

バナー/レコメンド ポップアップ 推奨アクション アラート/リスト更新

業務
データ

顧客
データ

統合顧客プロファイル

Real-Time



UX改善に加えて業務改善もサポートできるプラットフォーム

お客様 従業員

見た
クリック
した

接客結果
ヒアリング
フラグ追加

バナー/レコメンド ポップアップ 推奨アクション アラート/リスト更新

業務
データ

顧客
データ

統合顧客プロファイル

Real-Time

お客様 従業員



コロナ禍で加速する”デジタルトランスフォーメーション”

AIや機械学習を活用
した意思決定

デジタルアプリ

の重要性

リモートワークや従業員
サポート/教育のデジタ
ル化

デジタル

カスタマー

デジタルチャネル
へのシフト

デジタル

コミュニケーションの

普及

デジタル上の従業員
やパートナー企業と
のコミュニティ

< 顧客体験 / 行動変化 > < 社内業務 / テクノロジー取込み >

お客様 従業員




