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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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つながり



“つながりの作り⽅” が変化している

『マーケティングの未来』



2021 年版『マーケティングの未来』



1. 消費者の変化

2. マーケティング変⾰

3. アウトカムの重視

4. ポスト Cookie 時代の戦略

5. 新たなスキルセット

6. 次なる⼩売⾰命

7. AI で広がる可能性

マーケティングの未来を語る上で重要な 7 つの視点

利便性の向上とロイヤルティの
奪い合い

[⼿直しする] [進化させる] 
[超えていく] の 3 フェーズ

“接点”、“エクスペリエンス” の
時代の終焉

“データフライホイール” の構築と、
ファーストパーティデータの活⽤

[アジャイル] [共創] 
[エクスペリエンスデザイン] の
3 要素

デジタル上の⼩売店とブランド
の関係性の変化

ディープフェイクの有益な活⽤
と新しい広告



1. 消費者の変化

ロイヤルティの
奪い合い

利便性の向上

環境・健康への
意識向上

商談に加わる
新たな

ペルソナ

アウトカム
重視の視点

複合的な
価値

コロナ禍が顧客や消費者にもたらした、6 つの⼤きな変化

• 出費に対するシビアな感覚
• 加速した DX でデジタルの恩恵を受ける
• “顧客満⾜” の最低ラインが急速に上がる



1. 消費者の変化
利便性の向上によるジャーニーの変化 : “フルファネルモーメント” の必要性

#1 #2 #3 #4SNS で
広告に接触

サイトに⾶び
詳細情報確認

サポートサイト
でチャット質問

EC サイトで
購買

これまでの購買⾏動におけるジャーニーとモーメント

変化するジャーニーと “フルファネルモーメント”

#1
最初に SNS で広告に接触した後、その場で詳細情報が確認できるような形になり、さらに
気になるところは、すぐにチャットボットと対話しながら、注⽂まで進むような流れが、
“同じデジタルモーメント” の中で完結される

消費者が瞬間的に豊富な情報を得てスピーディーに意思決定できることで、ジャーニーが
コンパクト、かつマーケティング施策に、より⼀体化する流れになる



2. マーケティング変⾰
3 つのフェーズで考えるマーケティング変⾰モデル

フェーズ1

⼿直しする
フェーズ2

進化させる
フェーズ3

超えていく

役割

クリエイティブ
の焦点

オペレーション

テクノロジー

データ

メッセージの作成

認知、注意

縦割りの体制

連携していない
テクノロジー

分断

エクスペリエンスの
デザイン

ジャーニー

共同管理

つながるテクノロジー

⼀元化

アウトカムの
オーケストレーション

コンテキスト

分散マーケティング

合理化された
プラットフォーム

フライホイール

現在のフェーズは︖現在
のオペレーションと将来
の計画を踏まえて、変⾰
モデルのどのフェーズに
あるかを考えることが必
要。今あるやり⽅を⼿直
しするのか、超えていく
ことを⽬指すのかを⾒極
める

?



3. アウトカムの重視
顧客接点と、そこから導き出される “エクスペリエンス” だけでは不⼗分

企業 顧客

顧客接点の時代
顧客接点上の

“エクスペリエンス”

顧客接点

エクスペリエンスが
良くても、その先の
結果が良いとは限ら
ない

企業 顧客

ポスト・顧客接点の時代
顧客ニーズに応える
“アウトカム” を重視

顧客と、そのニーズを
中⼼にビジネスやエク
スペリエンスを設計し、
そこからもたらされる
“アウトカム” の質を
向上させることが重要
視される



3. アウトカムの重視
顧客を中⼼にビジネスを設計するために、組織に必要な 6 つのポイント

経営幹部の全⾯的な⽀持

指標の共有

従業員への適切な権限移譲

顧客情報の⼀元化

社内横断組織の設置

ジャーニーの活⽤



4. ポスト Cookie 時代の戦略
“データフライホイール” の構築が急務

02

04

0301

1. 継続的なデータ収集
オンライン/オフライン問わず、
あらゆる接点から顧客を知るため
のデータを集め続ける

2. 誰もが活⽤しやすいように⼀元管理
集めたデータの統合/連携を⾏い、
誰もが顧客を中⼼とした体験を
デザインしやすいようにする

3. “個” を軸にしたデータ分析
きちんと顧客に根ざしたファースト
パーティデータを活⽤し、顧客ニー
ズの的確な把握、まだ⾒ぬ顧客の発
⾒に活⽤

4. ⾼次元なアウトカムの提供
単なる接点のパーソナライズではな
く、顧客のニーズに合わせた適切な
アウトカムを提供



4. ポスト Cookie 時代の戦略
“データフライホイール” のカギはファーストパーティデータ – 8 つの柱とは

1 2

3 4

5 6

7 8

ロイヤルティ/リワード

コミュニティ

eコマース/D2C

顧客接点

ツール/アプリ

エンターテインメント

コンテンツ

その他



5. 新たなスキルセット
“データフライホイール” の中で良質の “アウトカム” を⽣み出すためのスキルとは

1. アジャイル
顧客に対する最良のアウトカムを⽣み出すためにスピードが不可⽋だが、
部⾨間における共通⾔語の作成やコミットメントの確⽴が必要

2. 共創
顧客が求めるアウトカムは、顧客が⼀番よく知っている。ビジネスプロ
セスに顧客を巻き込み、顧客と共にアウトカムを作ることが必要

3. エクスペリエンスデザイン
オンライン/オフライン問わず最良のアウトカムを⽣み出すために、顧
客体験だけではなく従業員体験もデザインすることが求められる



6. 次なる⼩売⾰命
データを武器にしたビジネスの拡張とテクノロジーによる商圏の拡⼤

購買場所や
体験の拡張

サイトの
メディア化

ブランドのパフォーマンス
マーケティングの場としての活⽤

ストアから
“ウォールドガーデン” 

への変⾰ インタラクティブショッピング

ライブコマース



7. AI で広がる可能性
“判断” をサポートする存在から “エクスペリエンス” を⽣み出す存在へ

1. ディープフェイクのプラス⾯
商品の仮想体験等、消費者が商品
をバーチャルで試せるようになっ
たり、広告の中に消費者をリアル
タイムに取り込むような表現が
できるようになる

2. 多⾔語翻訳による商圏拡⼤
⼀つの広告や Web サイトを、
即座に多数の⾔語に翻訳し、
より多くのユーザーへのリーチを
狙えるようになる

3. 新しい⼿法による広告効果検証
AI を利⽤して、認知プロセス、
注⽬、感情、記憶等 250 種類に
及ぶ要素をテストし、それぞれの
良い点と悪い点を学習し「優れた
広告」を作り出す試みが⾏われる

4. ネイティブ広告の AI 活⽤
映像コンテンツ内のプロダクトプ
レイスメントに AI を活⽤



まとめ

4
縦ではなく横のつながり
これからの企業は、市場とともに歩むことに⽬
を向ける必要がある。これには、⼈と⼈とのつ
ながりや、共創の取り組みなどが含まれる。ど
のミーティングでも、「どうすれば⼀緒にでき
るか︖」を呪⽂のように繰り返すことが必要に
なる

1
環境の変化
コロナ禍は、消費者をとりまく新たな環境を構
成する要素の1つにすぎない。近い将来、今の
「新たな消費者」はさらに変化して、彼らの
「ネクストノーマル」を作り出す。短期間のう
ちに⽣じる、さまざまなペルソナや⾏動の変化
に備える必要がある

5
アウトカムの重視
消費者は価値を求めるようになっているので、
アウトカムの重要性が⾼まってくる。アウトカ
ムを簡単かつ効率的に提供できる企業は、⼤き
な競争優位性を獲得する

2
マーケティング変⾰
⽣き残るには、マーケティングに対する発想を
変える必要がある。マーケティング変⾰モデル
は、⽬指す⽅向とそれをどう実現するかを考え
る指針となる。企業は発展に向けて努⼒し、可
能な限り、古い考え⽅やマーケティング⼿法を
超えていかなければならない

3
ポストCookie時代への準備
Cookieが使えなくなる未来に備えて、計画を始
める必要がある。ファーストパーティデータは
重要だが、他にもさまざまな要素がある。企業
はデータ原則を取り⼊れ、業務のあらゆる側⾯
を向上させるデータフライホイールの構築に取
り組まなければならない。ファスト広告、新し
いレポート形式、コンテキストの活⽤強化など、
新しい⼿法も検討する必要がある



Thank You


