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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, earnings per share, operating cash flow growth, operating margin 
improvement, expected revenue growth, expected current remaining performance obligation growth, expected tax rates, stock-based compensation expenses, 
amortization of purchased intangibles, shares outstanding, market growth, environmental, social and governance goals, expected capital allocation, including 
mergers and acquisitions (such as the proposed acquisition of Slack Technologies, Inc.), capital expenditures and other investments, expectations regarding 
closing contemplated acquisitions and contributions from acquired companies. 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 it makes.  The risks and uncertainties  referred to above 
include those factors discussed in Salesforce’s reports filed from time to time with the Securities and Exchange Commission, including, but not limited to: risks 
associated with our ability to consummate the proposed Slack Technologies, Inc. transaction on a timely basis or at all; our ability to successfully integrate Slack 
Technologies, Inc.’s operations; our ability to realize the anticipated benefits of the proposed transaction; the impact of Slack Technologies, Inc.’s business model 
on our ability to forecast revenue results; disruption from the transaction making it more difficult to maintain business and operational relationships; the impact of, 
and actions we may take in response to, the COVID-19 pandemic, related public health measures and resulting economic downturn and market volatility; our 
ability to maintain service performance and security levels meeting the expectations of our customers, and the resources and costs required to avoid unanticipated 
downtime and prevent, detect and remediate performance degradation and security breaches; our ability to secure and costs related to data center capacity and 
other infrastructure provided by third parties; our reliance on third-party hardware, software and platform providers; 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; current and potential litigation involving us or our industry, including litigation involving acquired entities such as Tableau; regulatory developments and 
regulatory investigations involving us or affecting our industry; our ability to successfully introduce new services and product features, including any efforts to 
expand our services beyond the CRM market; the success of our strategy of acquiring or making investments in complementary businesses and strategic 
partnerships; our ability to compete in the market in which we participate; the success of our business strategy and our plan to build our business; our ability to 
execute our business plans; our ability to continue to grow unearned revenue and remaining performance obligation; the pace of change and innovation in 
enterprise cloud computing services; the seasonal nature of our sales cycles; our ability to limit customer attrition and costs related to those efforts; the success of 
our international expansion strategy; the demands on our personnel and infrastructure resulting from significant growth in our customer base and operations; our 
dependency on the development and maintenance of the infrastructure of the Internet; our real estate and office facilities strategy and related costs and 
uncertainties; fluctuations in, and our ability to predict, our operating results and cash flows; the variability in our results arising from the accounting for term 
license revenue products; the performance and fair value of our investments in complementary businesses through our strategic investment portfolio; our ability 
to protect our intellectual property rights; our ability to develop our brands; the valuation of our deferred tax assets and the release of related valuation allowances; 
uncertainties regarding our tax obligations in connection with potential jurisdictional transfers of intellectual property; uncertainties regarding the effect of general 
economic conditions; and risks related to our debt and lease obligations.
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本セッションで理解いただきたいこと

1. 昨今、お客様における内製化意識が重要視されている中、
Salesforceこそ運用内製化が重要であるということ。

2. いざ運用フェーズに入ってSalesforceの運用推進チーム
はどのような課題に直面し、どのよう解決したか。事例
を通して理解する。

3. 内製化意識を持った上で、Salesforceの知識やリソース、
定着化ノウハウがない時は、 Salesforceパートナーの運
用支援サービスが有用である。



このあとの流れ

1. Salesforceこそ運用内製化が重要な理由 4分程度

2. カスタマーサクセスに強みのあるパートナー様による
お客様事例

• サークレイス株式会社様より

• ビッグローブ株式会社様事例 10分程度

• 株式会社セラク様より

• 全国社会保険労務士会連合会様事例
• 株式会社IHI様事例

10分程度



Salesforceこそ
運用内製化が重要な理由



Salesforce導入前に、

まず考えなければ
いけないことは
何でしょうか？



運用推進チーム

を作ることです。



ゴール・KPI設定

第1ステップ
事前準備

情報の一元管理・可視化

第2ステップ
定着化

情報の分析・活動

第3ステップ
業務改善

活
用
度

期間

2

5
6

3
4

1 活用推進チームの体制と役割の明確化

ゴールの明確化

目標、戦略、活動に即したKPIの設定

レポート/ダッシュボードと入力画面の設計

運用ルールの明確化

トレーニングの実施

2
1 運用推進チームの体制と役割の明確化

Salesforce活用の3ステップ
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なぜSalesforceでは

運用推進チーム

が重要なのか



Salesforceこそ運用推進チームが重要な理由

業
務
適
合
度

業
務
適
合
度

稼働

改善

改善

従来のシステム運用 Salesforceの運用

Salesforce導入の目的は”導入して終わり”ではなく、ビジネスの状況にあわせて現場
の利便性を継続的に上げ、本来のビジネスゴールを達成させることにある。

導入後改善を繰り返す運用推進チームの役割が重要！

稼働後、時間の経過
とともに陳腐化

稼働時の設定を
維持したまま
運用を継続

時間とともに導入効
果が増加

現場の意見を取入れ
継続的に運用・設定
を改善

改善

-→運用開始

稼働

-→運用開始



Salesforceではゴールからアウトプットをアウトプットからインプットを決める。現場で活用が
促進されると項目追加など要望が出てくる。運用を内製化すればすぐにビジネスに反映できる。

■商談画面
・金額
・受注予定日

■商談画面
・顧客
■取引先画面
・新規/既存種別

■活動画面
・訪問日付
・顧客

入力画面と項目入力画面

ダッシュボード 出力（レポート/ダッシュボード）

目標のKPI 戦略のKPI 活動のKPI

スピーディーにPDCAを回す事でビジネスを加速できる



要件定義

外部設計

内部設計

プログラム
開発

設計書ベース
での机上確認

作成 要求

承認納品

開発ベンダ 情シス

外部委託を中心にした
システム運用

PDCA

各部門のメンバー

各部門推進者

フィード
バック

求められる力
✓ Salesforceの知識

(標準機能での実現
可否)

✓ 定着化のノウハウ
✓ 各部門推進者取り

まとめ、調整力

守りの運用
⚫ 開発ベンダへ丸投げ。業務部門は

運用に関わらない
⚫ 作り込まれたシステムの為、改修

に時間がかかる

攻めの「運用」
⚫ 現場の業務部門が積極的に関与
⚫ 標準機能(ローコード・ノーコード)で実現できるかどう

かスピーディーに判断運用意識の違い

従来のシステム運用 Salesforceの運用

運用推進チーム定例

現場の意見を取入れ継続的に運用・設定を改善

Salesforce
設定担当者

運用推進リーダー

IT部門

運用内製化を中心にした
Salesforce運用



運用推進チームの体制(例）

Salesforce設定担当者
• Salesforceの設定変更
• 関連する技術的支援

IT部門
• システム連携の検討と実行
• その他の関連するIT支援

運用推進リーダー
• プロジェクト全体のスケジュール管理
• 運用体制やルールの作成/決定

各部門/各課の
推進者

運用推進
リーダー

Salesforce
設定担当者

IT部門

推進チーム

運用推進チーム構成 役割

各部門/各課の
メンバー

各部門/各課の
メンバー

各部門/各課の
メンバー

各部門/各課の推進者
• プロジェクトチームでの決定事項伝達
• ユーザ側の要望取りまとめ
• 利用推進者としてのユーザ支援

利用チーム

各部門/各課の
推進者

各部門/各課の
推進者

◎

◎

Salesforce
の知識

○

◎
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サークレイス株式会社 会社概要

SaaS事業

カスタマーサポート
コミュニケーションプラットフォーム

海外駐在員を管理する
クラウドサービス

Salesforce導入支援事業

クラウドベースのコネクテッド
プランニングツール

Anaplan導入支援事業

Salesforceコンサルティング

Salesforce導入支援

Salesforce開発・連携

Salesforce運用支援・サポート

Salesforce活用・定着化支援

Salesforce研修

会社名
サークレイス株式会社
法人番号 5010001150061

本社所在
地

〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-2

設立 2012年11月1日

資本金 1億円

社員数 210名（2020.4.1時点）

主要株主
株式会社パソナグループ
Tquila Ltd
salesforce.com, Inc.

代表者 代表取締役社長 佐藤 潤

事業内容

• SaaS製品（circlace, AGAVE）の開発、販売
• Salesforceをはじめとしたクラウドソリュー
ション導入における設計、開発、および定
着化、保守・運用サポートの提供



導入後支援サービスと本事例でのご活用範囲
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認定アドミニストレーター派遣 認定講師によるトレーニング エンジニアによるシステム保守

• Salesforce認定アドミニストレーター資格保
有者による運用支援

• 派遣形態で周辺業務を含めた支援が可能
• 他社が実装したSalesforce環境の支援が可能

• Salesforce認定トレーナーによるトレーニング
• Salesforce認定プログラムに加え、サークレイ

ス社のオリジナルトレーニングや個別のカス
タムトレーニングも対応可能

• 管理者向け/ユーザー向け双方に対応可能

• Salesforceエンジニアによるシステム保守支援
• コード開発を伴う要件にも対応可能

定着化支援

業務設計部門のメンバーとして、日々の
Salesforce運用・改修を支援
(2名)

新Salesforce構築のプロジェクトメンバーと
して、Einstein ボットの立ち上げ等を支援
(1名)

ユーザー部門であるコールセンター拠点毎に
オンライントレーニングを実施



導入クラウド

藤井 俊介 氏
運用統括部 運用3G
グループリーダー

• 競争の激しい通信業界の中で、持続的成長を成し遂げるために、お客
さま体験価値を業界トップレベルに向上。

• 顧客接点となっているセンタースタッフの心理的安全性を最優先に確保
した活き活きと働ける環境つくり。

• 営業やマーケティング部門、経営にも同じデータベースをリアルタイム
に共有することで、経営判断を迅速化。

Salesforceで実現したいビジネスゴール

• 開発と現場の両方を知っていて、salesforce導入後の改善・成功につな
げる責任感のある構築設計ができること→salesforceを使いこなせな
い現場は「空虚」であり、現場を知らない開発者は「盲目」である。

• 基幹システム連携やシステムアーキテクチャーはデザイン性・将来性に
拘り、UIは現場の声に耳を傾け、積極的にアジャイル方式で議論や改
善を繰り返すこと。

プロジェクト成功の為に重要なこと

パートナー様
への期待

お互いが惜しみなく努力し合い、専門性を駆使して、成長し続けあえる関係を
お客さまの声を聴き、現場に寄り添った、“業界トップレベル”の運用構築を、一緒に成し遂げたい。
ビッグローブはまだsalesforceで航海を始めたばかり。まだまだサークレイス社の力が必要です。
激動の通信業界で生き抜くために必要な、運営管理や教育、現場でのPDCAサイクルの活性化と、
salesforceの標準機能をフル活用しノーコード・ローコードな開発アプローチの実現を、
お互いが惜しみなく努力し合い、専門性を駆使して、成長し続けあえる関係を望みます。

Service Cloud 

Experience Cloud 

Einstein Analytics

Marketing Cloud



お客様のSalesforce運用状況

業務設計部門

システム部門

業務用システム
として利用

業務設計並びに
業務システムのマネジメント

既存システムを含めた
システム全体のディレクション

管理者メンバー
約：150名

コールセンター
約：750名

Salesforce

CRM・CC・MA・BI
など多岐に渡って活用
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最後に (出展情報)

G-９で出展中

展示場から弊社のロゴをクリック!!

【テーマ】
DX実現のための内製化：
標準導入／運用・保守支援サービス

• 運用・保守サービスカタログ
• 管理者向けの運用Tips集

システム全体設計や大規模実装のご相談も可能です。
是非お問い合わせください。

オンデマンド版の配信期間には
バーチャルブースへの
アクセスはできません



CUSTOMER SUCCESS SOLUTION



導入クラウド

市村 圭様
委託事業運営本部

係長

働き方改革推進事業に携わる数千名の派遣専門家並

びに約百名の派遣コーディネーターの業務生産性の

向上

Salesforceで実現したい
ビジネスゴール

Salesforceに適した業務フローの整理を進めながら、運用フェーズにおける要望の追加設定を並行して内製で実施

ユーザからの問合せ窓口の拡充、マニュアルのアップデートなど、ユーザに「使ってもらう」為の準備の実施

外部の社会保険労務士様と企業とのマッチン

グや報告業務のアプリケーションとして利用
活用方法

Salesforce運用における課題感

構築後の設定変更や検討事項の続出 ITが苦手なユーザへ利用浸透ができない

・Salesforceの知見が乏しく、業務フローの整理が進み辛い

・都度出てくる要望をその度に既存ベンダ様に伝えるのが困難

・ユーザへの説明会対応

・設定変更に伴うマニュアルの整備とその浸透

Sales Cloud

Service Cloud

Pardot



鈴木 和彦様
資源・エネルギー・環境事業領域
カーボンソリューションＳＢＵ

デジタルトランスフォーメーション部
主査

Lightning Platform

複数のSalesforce環境をご契約を頂
いており、今回はインタビュイー
の鈴木様の部門にてご利用に関す
る記事となっております。

営業活動に携わる営業部以外の部門と営業情報を
共有し、お客様への付加価値提供を高めていく事

Salesforceで実現したい
ビジネスゴール

ユーザの要望をそのままSalesforceへ反映させるのではなくその依頼背景を分析し、対応方針を都度検討する

Salesforceの環境構築にはユーザの協力が必要不可欠という理解をしてもらいユーザが推進チームの一員になる様にチーム構成

SFA/CRMとしての営業支援目的での活用活用方法

Salesforce運用における課題感

従来のシステム運用とSalesforceの活用/運用の違い

・ユーザ要望に対する対応方針の検討の難しさ

分析

課題

対策評価
・推進チームでの目的意識の共有・Salesforce活用ノウハウの不足

導入クラウド

Sales Cloud
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まとめ

アドミンサービス導入による効果

株式会社IHI様

１、Salesforceの運用/活用において従来の進め方ではない

PJの推進が可能となった

２、ユーザの要望をSalesforceのベストプラクティスの

視点を合わせながら構築する事ができる様になった

全国社会保険労務士連合会様

株式会社IHI様

１、機能改善速度：6ヶ月/1回→当日/複数回

２、早いサイクルでの実装により推進メンバの意識が

代わり、活用に際する会議での意見が活発になった



要望の必要性を加味した上で対策・分析・評価を繰り返す事で
Salesforceの業務への適合度合いを引き上げる

１、操作トレーニングの実施 / マニュアル整備
２、利用目的の浸透（利用者の意識改革）
３、運用ルールの整備（いつ誰だ何をなぜ使うか）
４、問合せ窓口の準備

28

まとめ

導入前に考慮すべき運用内製化とは

分
析

課
題

対
策

評
価

ユーザ要望の集約と実装サイクルによる最適化 ユーザに使ってもらう準備

役員
プロジェクト責任者

Salesforce
設定担当者

Salesforce
活用チーム
推進リーダー

IT部門

各部門/各課の
推進者

各部門/各課の
メンバー

各部門/各課の
推進者

各部門/各課の
推進者

各部門/各課の
メンバー

各部門/各課の
メンバー

推進チーム 利用部門

Salesforce運用体制の準備

【アドミンサービス役割】

・各部（ユーザ、IT部門など）の要望の取り纏め
構築方針の策定サポート

・ユーザの定着化施策の企画推進
・ユーザ活用状況のアンケート取得 等

【アドミンサービス役割】
・Salesforce環境の設定変更
・問合せ対応
・マニュアル作成
・勉強会実施、活用コンテンツ配信

【アドミンサービス役割】
・問合せ対応
・マニュアル作成
・レポ―ト / ダッシュボード提案
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会社概要

株式会社セラク社名

1987年12月設立

2億9,949万5,500円（2021年3月末現在）

代表者

連結 2,495名（2021年2月末現在）従業員数

株式会社セラクECA

株式会社ピーズエンジニアリング

世科信息技術(中国)

グループ

本社

東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア6F

所在地

海外子会社 世科信息技術（瀋陽）有限公司（100%子会社・非連結）

資本金

代表取締役社長 宮崎 龍己

東京証券取引市場第一部（証券コード：6199）市場

DX本
部

SI本部

クラウド&ソリュー
ション事業部

カスタマーサクセスソ
リューション事業部

みどりクラウド事業部

SI第1事業部 SI第2事業部

事業内容

Salesforce推進事業定着・活用支援特化型支援

Salesforce導入・
定着・活用支援

Pardot導入・
伴奏支援

AppExchange導入・
活用支援

各種トレーニング支援

マーケティングデザイン事業

MAデジタル支援
（MAと連動したウェブサイト・LP制作/

広告クリエイティブ制作）

コンテンツマーケティング
(SEO/SEM/アクセス分析/コンテンツ制作

BtoBマーケティング支援
（キャンペーン/SNS/データを活用した

コンテンツ企画）

Salesforceサイト
構築・運用支援

（Experience Cloudにおけるサイト構築）

AIテクノロジー事業

Tableau導入・
伴奏支援

データ分析

データ活用支援 データプレップ導入

Salesforce Anywhere(旧Quip)導入・活用支援パートナー
専門

エンジニア

200名

対応実績

250社
リモート
派遣

業務委託

Tableauイネーブルメントパートナー



【ご参考】セラクのアドミンサービス

Salesforceの管理・運用でお困りなお客様においては是非、当社のアドミンサービスにてその不足部分を

補い、貴社におけるSalesforceの最大活用をサポートさせて頂ければと存じます

短時間から試せるメニューもご用意しております

定着化支援（カスタマーサクセス支援）

導入目的や課題を理解/整理し
Salesforceのあるべき姿を設計

課題整理とゴール設計

運用ルールと定着プランの明確化

業務実態に合致したSF設計

トレーニングメニュー策定

こんなお客様におススメ

どうSalesforceを使えばいいか分からない

ユーザがきちんと使ってくれない

業務プロセスを見直したい

今の使い方が正しいか意見を貰いたい

運用支援（アドミニストレータ支援）

日々の運用をサポートし、
データ登録とその利活用を促進する様々な支援を実施

Salesforceの運用サポート

Salesforce管理者

ユーザトレーニング

各種ドキュメント作成

こんなお客様におススメ

システム管理者がいない

レポートや項目をすぐに作って欲しい

ドキュメントの整理が進まない

日々の運用を任せたい
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最後に

1FスポンサーブースのGroundbreakerの展示場からこちらのロゴをクリックお願い致します

アドミンサービスの重要性やサービスの特性など詳細については

本イベントのブースにてお役立ち資料をご用意しておりますので是非ご覧ください

1 F

定着化支援ブース⓫
でお待ちしております

Salesforce運用で陥りがちな5つの落とし穴

Salesforce定着・活用率を大きく加速させ
ユーザー数を5,500%UPさせた事例とは？

お役立ち資料
ダウンロード

オンデマンド版の配信期間には
バーチャルブースへの
アクセスはできません



Thank You


