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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

• 重要性を増す部門間連携の理想と現実

• マーケ/インサイド/フィールドが繋がるデモンストレーション

• 営業が伸び続ける仕組みを支えるテクノロジー



重要性を増す部門間連携の

理想と現実



購買プロセスが

急速にオンライン化

なぜいま、部門間連携が必要なのか
急速に変化する「いま､この瞬間に」必要に迫られている

人材不足により

生産性向上が必須に



営業の知らないところで進んでいる見込客の購買プロセス

購買プロセスのオンライン化

インターネットの普及により自ら情報収集できる手段が広がったため

自社の製品・サービスの魅力を十分に伝えることができないまま

知らぬ間に競合他社を選択されてしまうケースが増えてきている

お問い合わせまでに

購買プロセスの 60% が完了

認知・興味関心 インターネットによる情報収集 問い合わせ 契約

※

※出典： Corporate Executive Board 「Value-ology」



工数を減らし､人的リソースは戦略的な活動に集中させる

人材不足

労働力人口が減り続ける日本企業が行うべき改善の取り組みとは?
http://www.kddi.com/business/column/20180104/productivity-improvement/

AIはマーケティング担当者に欠かせない「パートナー」となる
https://www.salesforce.com/jp/blog/2018/06/AI-for-marketers

第2位
戦略を実施するための
人的リソースの不足



情報基盤が整備されていないと…

不明瞭な
顧客像

Customer10 : それぞれの担当者が自分の視野で業務、お客様のニーズを把握できない



情報基盤があれば…
Customer360 : すべての社員が顧客を認識、変化に合わせた対応ができる

インサイドセールス

フィールドセールス

マーケティング



「みんな忙しくがんばっている」から「適切なタイミングで適切な対応」へ

それぞれの活動をお客様中心で捉える

グループウェア CRM/SFA

㈱甲 : セミナー㈱乙 : メール

㈱甲 : 電話

㈱甲 : 問合せ

㈱甲 : 訪問

㈱丙 : 電話

㈱丙 : 電話

㈱丙 : 電話

㈱乙 : 電話㈱甲 : メール

㈱乙 : FAX

㈱甲 : Web

㈱乙 : FAX

㈱乙 : Web

㈱乙 : Web

営業A:訪問

サポB:問合せ

マーケC:セミナー

営業A:電話

マーケC:Web

サポB:メール

サポB:Web

営業A:メール

マーケC:FAX

サポB:Web

営業A:FAX

マーケC:電話

マーケＣ:電話

サポＢ:電話

営業Ａ:電話

アポイントなし

電話のみ

マーケ
ティング

フィールド
セールス

インサイド
セールス ㈱乙 ㈱丙㈱甲



見込み顧客の獲得
見込み客育成
案件発掘

商談管理
受注

活用支援
契約継続/追加

来訪者数 見込客数 案件数 受注数

獲得率 案件化率 受注率 更新率

見込客数 案件数 受注数 追加・継続数

マーケティング インサイドセールス 外勤営業 / SE サポート / 定着化支援

アライアンス

トレーニング

ストラテジー (戦略立案) / リクルーティング (採用)

契約更新支援部門

Salesforce の成長を実現している組織営業のベストプラクティスモデル

“The Model” Salesforceの顧客獲得・維持・拡大モデル



Salesforce Customer 360
世界No.1のCRM  | SSOT | 早期に価値を創出 | 拡張性と適応性 | トレイルブレイザーの成功とコミュニティ

セールス

サービス

マーケティング

コマース

アナリティクス

インテグレー
ション

プラットフォーム

業界別
ソリューション

Trailblazerの
支援、

スキルアップ

従業員

パートナー

顧客支援

モバイル Bots AI コラボレーシ
ョン

DX

セキュリテ
ィ

プライバシー、
アイデンティテ

ィ

体験 ビルダー 自動化

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。



マーケ/インサイド/フィールドが繋がる

デモンストレーション



デモンストレーションのストーリー

セミナー参加者フォロー

リード/行動スコアリング

確度の高いお客様対応

中長期的ナーチャリング

マーケティング インサイドセールス フィールドセールス

コラボレーションの実現

場所を問わない営業活動



営業が伸び続けるための仕組みを支える

テクノロジー



Salesforce Pardot
カスタマージャーニーのあらゆる段階で顧客とつながる

有望な見込み客を引きつける
重要な取引先と影響力の大きい
ステークホルダーから関心を引き出す

顧客の関心を維持する
マーケティングとセールスが連携し
顧客一人ひとりにとって意味のある
エクスペリエンスを構築

営業部門との連携を強化
成約を後押しするツールを提供



High Velocity Sales

デジタルセールスの

パフォーマンスを向上

スピード重視路線から、新たな購買行動や
生産性への期待に沿った営業へシフト

成功パターンをチームに展開
ニーズの変化に合わせて営業活動や
コーチングを調整

合理的なプロセスを設計
柔軟なプラットフォームでリアルタイムの
データとKPI、AIのインサイトを
組み合わせて、営業成果を促進

インサイドセールスに必要な機能を提供



世界No.1の信頼性を誇るセールス
ソリューションでビジネスの成長を促進

Customer 360 Sales

精度の高い予測
複数のデータソースを活用し、複数のシナリオを
実行して変化するビジネスに対応

アジャイルなプラットフォームで

チームを支援
営業活動と役割を調整し、ネクストノーマルに
向けてテリトリーを最適化

バーチャル環境でスマートに営業
AIによるガイダンスと柔軟な取引形態を導入して、

新しい購買行動に対応

どこからでも売上を促進
オンボーディング、コーチング、顧客インサイトの発見に
より、営業担当者のパフォーマンスを向上

25%
平均の売上増加率

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。



どこからでも最新状況を把握
それぞれの設定に応じてアラートを受信し、
モバイルでもデスクトップでもすぐにつながる

文脈にもとづいて連携
チャット、音声、動画をプロセスに組み込み、
チーム全体でやり取りして情報を共有

すぐにアクション
過去のあらゆるレコードを確認し、
AIが推奨するアクションを活用

Salesforce Anywhere
Salesforceの新しいエクスペリエンス



購買プロセスの変化

まとめ

人材不足

・全部門がお客様を中心に考え、動ける仕組みを作る

・ワンプラットフォームで連携し、部門間の壁を取り払う

ビジネスの成長につながる




