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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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従業員エクスペリエンスを⾒直す動きが広がっている
新しい働き⽅の始まり

安全性を重視する企業が
⼈材獲得競争に勝つ理由

LinkedIn, Aug 10th,2020
https://www.linkedin.com/pulse/wh
y-employers-who-prioritize-safety-
win-war-talent-dan-schawbel/

2021年以降の働き⽅を決める9つの
トレンド

Harvard Business Reviw,
Jan 21st,2021
https://hbr.org/2021/01/9-trends-that-will-
shape-work-in-2021-and-beyond

⼈材計画と従業員エクスペリエンスが
仕事の未来を導く

Forbes,
Dec 8th,2020
https://www.forbes.com/sites/danielnewman
/2020/12/08/talent-planning-and-employee-
experience-driving-future-of-work

Salesforceが企業が従業員や顧客と
つながるためのツールを提供

TechRepublic,
Oct 20th,2020
https://www.techrepublic.com/article/salesf
orce-updating-work-com-with-tools-to-help-
companies-connect-with-employees-and-
customers/

パンデミック後、Salesforceの社員のほとんどが
部分的にリモートワークをすると回答

Wall Street Journal,
Dec 8th,2020
https://www.wsj.com/articles/most-salesforce-employees-to-
work-remotely-at-least-part-time-after-pandemic-11612897201



今や、従業員はどこでも仕事ができる

⾃宅

オフィス移動中

コワーキング
スペース



場所に縛られない働き⽅で、新たな課題が発⽣

⾃宅

オフィス移動中

コワーキング
スペース

“VPNに接続できなくて、
必要な書類が⾒られない”

“何度もログイン
するのが⾯倒”

“IT部⾨の⼿が
空くまで待てない”

“チケットが
なかなか解決
されない”

“追加の
権限が必要”

“新しいノートPC
の申請⽅法が
わからない”

“モバイルで
業務をこなす
のは⼤変”

“いつになったら
安全に出社できるか
わからない”



これまでは、従業員中⼼ではなく
オフィスに⾏くことを前提にした
テクノロジー

従業員中⼼の
テクノロジー

これまでの職場の
テクノロジー

Disconnected

対⾯のみ

リアクティブ

プロアクティブ

会話型

デジタルファースト

インテリジェント

パーソナライズ

柔軟性
現在の従業員エクスペリエンスには、新しい
従業員中⼼のテクノロジーが必要です



場所に縛られない働き⽅で従業員が成功するために、
組織はどのような⽀援ができるのでしょうか?



⽣産性と
エンゲージメントを向上 従業員サービスの効率化 健康と安⼼、安全を

最優先

Work.com
どこからでも仕事ができる世界で従業員エクスペリエンスを再考
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従業員の安全と健康を優先

Workplace Command Center
• データ主導の意思決定で職場のオペレーションを
管理し、組織内の健康リスクレベル評価

従業員健康チェック
• 健康アンケートを作成し、従業員が職場に復帰で
きるか確認。統計データから従業員の健康動向を
特定

従業員向けmyTrailhead
• 個々の健康状態に対応し、困難に強いメンタルを
養い、不安をコントロールし、ワークライフバラ
ンスを実現するための有益なコンテンツ

Salesforce 
Platform
で構築

WORK.COM EMPLOYEE SAFETY AND WELLNESS



⽣産性と
エンゲージメントを向上 従業員サービスの効率化 健康と安⼼、安全を

最優先

Work.com
どこからでも仕事ができる世界で従業員エクスペリエンスを再考



仕事の未来はここにありますが、それは有機的には実現しませんでした
ハイブリッドな職場では、従業員エンゲージメントを維持することが困難

Before 
2020

Today and 
Tomorrow



従業員向けワークスペース
⼀元化されたエクスペリエンスで⽣産性を向上
Employee Workspace

単⼀のワークスペースで⽣産性を向上
• ⼈事システムからのデータを統合し、従業員のプ
ロファイル、コンテンツ、およびアプリへのアク
セスを1つの調整されたワークスペースに⼀元化

エンゲージメントを向上し、コミュニケーシ
ョンをパーソナライズ
• 従業員のプロファイルに沿った業務再開情報やニ
ュースを安全な集約されたハブで⽀援

柔軟なツールでカスタマイズされたデザイン
• ローコードツール、ブランディング機能、モバイ
ルフレンドリーなデザインにより、組織や個⼈の
ニーズに合わせてUIを調整

NEW

Salesforce 
Platform

で構築
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個⼈ 会社

⼈事ポータルイントラネット

散在する
ナレッジベース

メール

しかし、職場でのサービスは、普段の⽣活でのサービスのようには進化していない
従業員は、⾼速で直感的でインテリジェントなサービスを期待



Employee Concierge
あらゆる従業員のニーズに応える1つの統合サービスエクスペリエンス

Internal Salesforce 
tool:

95%
記事を閲覧
ケース作成無し

Internal Salesforce tool:

従業員が⾃分⾃⾝で解決できるように
• ナレッジとセルフサービスチャネルを1つのエク
スペリエンスに⼀元化し、従業員が質問に対する
回答を⾒つけることが可能

従業員のサービスリクエストを効率化
• カスタマイズされたワークフローでITチケットと
HRチケットを安全に管理し、部⾨間のチケット
を⾃動化

AIで迅速にリクエストを解決
• AIを活⽤した推奨事項により、従業員は回答を簡
単に⾒つけることができ、エージェントはリクエ
ストをより迅速に解決

Employee Concierge

NEW



つながりのあるエクスペリエンスを実現
• 従業員とITサポートエージェントが、互いの状
況を把握できるようにして、セキュアなクロス
チャネルのサポートとサービスを提供

先回りしてエンドポイントを管理
• エンドポイントの状況をリアルタイムに可視化
し、適切に制御して、インシデントを先回りで
解決

実績あるテクノロジーでサービスを拡張
• Salesforceの信頼性の⾼いケース管理テクノロ
ジー、⾃動ワークフロー、緊密な連携を組み合
わせて活⽤

ITサービスセンター
ITを強化し、最新の従業員エクスペリエンスを実現

Salesforce 
Platform
で構築

NEW

IT Service Center 



従業員向けワークスペース、Employee Concierge、IT Service Centerを連携
従業員に最新のサービスエクスペリエンスを提供

ITサポート
エージェント

“VPNにログイン
できない。”

“新しいノートPCを
⽤意してほしい。”

“この問題をどう解決
すればいい︖”

Employee Conciergeが組み込まれた
従業員向けワークスペース

IT Service Center



従業員体験の改善が
顧客体験の改善*に

直接つながったと回答した
収益成⻑達成リーダーの割合

89%

顧客体験と従業員体験を
重視している企業は、
そうでない企業に⽐べて
収益成⻑が早い

従業員中⼼の体験を提供することは、
より速い成⻑につながります!
従業員の幸せ = 顧客の幸せ

1.8倍
成⻑

Source: Forbes Insights: The Experience Equation, Oct 2020



Thank You


