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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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B2Cコマース最新事情
独自のコマースグローバルサーベイ
State of Commerceの調査結果



State of Commerce サーベイ対象者の内訳

部門長レベル以上

9つ以上の地域

およそ

1,400人
のコマースリーダーが対象

全世界

10億人
以上の消費者の
購入データを分析

40か国以上





パフォーマンスによる分類

35%

パフォーマンスが高い企業

自社をデジタルコマースで
「非常に成功している」と分類

10%
パフォーマンスが低い企業

自社をデジタルコマースで「成功してい
ない」と分類、またはデジタルコマース
にまったく投資していない

55%

パフォーマンスが中程度の企業

自社をデジタルコマースで
「ある程度成功している」と分類



新型コロナウイルスが、デジタル変革を促進

WHOがパンデ
ミックを宣言

+72%

+72
%

第2四半期のデジ
タルセールスの前

年比増加率

+55
%

第3四半期のデジ
タルセールスの前

年比増加率

WHOが
パンデミックを

宣言

+72%

+72%
第2四半期の

デジタルセールスの
前年比増加率

+55%
第3四半期の

デジタルセールスの
前年比増加率

2020年の全世界でのオンライン売上と新型コロナウイルスの新規感染者数

測定基準

取引総額

新規感染者数

2月1日 3月1日 4月1日 5月1日 6月1日 7月1日 8月1日 9月1日 10月1日 11月1日 12月1日 1月1日



消費者はパンデミックの渦中でデジタルを活用

パンデミック前と比較して、

これらの活動に割く時間は

どの程度変化したのか? *
* 『Snapshot Research Series』、Salesforce（2020年）

54%
インターネット閲覧  時
間が増加した
消費者の割合

インターネットの閲覧

ソーシャルメディア
チャネルの利用

動画の視聴、
ストリーミング再生

オンラインショッピング

ストリーミング
メディアの聴取

メールの読み書き

中小企業からの購入

自由裁量の出費

人助けのための
ボランティア

実店舗でのショッピング

以前より増えた 以前とほぼ同じ 以前より減った 以前も現在も行っていない



キャッシュレス決済

BOPIS、クリック＆コレクト

セルフサービス

非接触型配送

カーブサイドピックアップ

コロナ禍以前から提供し、特に
変更なし

コロナ禍を受け、
過去3か月間に導入

コロナ禍以前から提供し、現在
サービスを拡大中

2020年末までに提供予定

コロナ禍以前から提供し、現在
サービスを縮小中

導入予定はない

店舗は非接触オプションを強化

90%

キャッシュレス決
済利用の
増加率

+76%

BOPIS（店頭受
け取り）を提供
する米国の小売
業者の前年比
増加率



直販（DTC）の取り組みが優先課題に

56%

Webサイトのプレゼ
ンスが「非常に重要」 
または「不可欠」で あ
ることに同意する
B2Cリーダーの割合

実店舗や物理メディアでの  プ
レゼンス

Webサイトでのプレゼンス

ソーシャルメディアでのプレゼンス

マーケットプレイス

必要不可欠

非常に重要

重要

ある程度重要



パフォーマンスが
高い企業

パフォーマンスが
中程度の企業

パフォーマンスが
低い企業

SNSで
大きく成功 成功 あまり成功していない 成功していない ソーシャルコマースを提供していない

パフォーマンスが高い企業は、ソーシャルメディアで成功

+104%

2020年第2四半期に   
ソーシャルチャネル
からの前年比注文数が
急増



ソーシャル
プラットフォーム

音声プラットフォーム

ゲーム

拡張現実

ライブストリーミング

モバイル決済、電子ウォレット
（Apple Pay、PayPalなど）

後払い（Affirmなど）

注文管理

カーブサイド
ピックアップ

コンテンツ管理
システム

パフォーマンスが
高い企業

パフォーマンスが
中程度の企業

パフォーマンスが高い企業は ”コンテキスト型コマース” に投資

“コンテキスト型コマース“ 
ソーシャルメディア、ゲーミフィケーション、
音声、仮想現実などのデジタルエクスペリエンスに   コ
マースを組み入れる方式

88%
コンテキスト型

コマースへの投資を  増
やしていると回答   した
パフォーマンスが高い

企業の割合



押さえておきたい
海外ECトレンド

コンテキスト型コマースと
台頭するマーケットプレイス



 

x Gamification
ゲーミフィケーションによる顧客エンゲージメント強化

x Augmented Reality
ARによる疑似オフラインショッピング体験

コンテキスト型コマース
キーワードは “顧客エンゲージメント”



 

x Gamification
ゲーミフィケーションによる顧客エンゲージメント強化

x Augmented Reality
ARによる疑似オフラインショッピング体験

コンテキスト型コマース
キーワードは “顧客エンゲージメント”

ARはすでに標準装備の時代へ

• 米国における企業の AR投資額は24年までに
72 Billion USDへ。

• 米国の家具メーカーやファッションブランド各
社はARによって購入コンバージョンレート向
上。

• ARが顧客エンゲージメントを高める。

ゲームで顧客エンゲージメントを強化

• 中国の主要マーケットプレイスサイトは簡易
ゲームを提供し、リピート顧客を獲得して成功
を収めている。

• ゲームをクリアすることでお買い物ポイントな
どのインセンティブを付与。

• 中国のこのトレンドが米国にも来ている。

Source: AR is now table stakes: Here’s why retailers need to dive in,  Retail Customer Experience.com, 
April 12, 2021 

Source: Tophatter is bringing gamified commerce to the U.S., Modern Retail, April 28, 2021
https://www.modernretail.co/platforms/tophatter-is-bringing-gamified-commerce-to-the-u-s/ 

https://www.modernretail.co/platforms/tophatter-is-bringing-gamified-commerce-to-the-u-s/
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2021
https://www.retailcustomerexperience.com/blogs/ar-is-now-table-stakes-heres-why-retailers-need-to-dive-in/ 

Source: Tophatter is bringing gamified commerce to the U.S., Modern Retail, April 28, 2021 

https://www.retailcustomerexperience.com/blogs/ar-is-now-table-stakes-heres-why-retailers-need-to-dive-in/


米国B2Cコマース企業 Top5 (2021年予測)

米国EC市場の動向

台頭するマーケットプレイス

# 企業
売上額

Billion USD 昨対
B2C EC
占有率

1 Amazon US 367.19 +15.3% 40.4%

2 Walmart 64.62 +21.2% 7.1%

3 eBay 38.67 +3.0% 4.3%

4 Apple 33.62 +11.7% 3.7%

5 Best Buy 20.34 +13.0% 2.2%

Source: eMarketer, April 27, 2021
https://content-na1.emarketer.com/us-ecommerce-by-category-2021 
 

40.4%

米国のB2Cコマース
市場におけるアマゾ
ンのプレゼンスが
益々高まっている。

https://content-na1.emarketer.com/us-ecommerce-by-category-2021


Amazon US 主要カテゴリ売上（2021年予測）

米国EC市場の動向

台頭するマーケットプレイス

製品カテゴリ
売上額

Billion USD 昨対
B2C EC
占有率

PC、家電 97.82 +15.2% 50.2%

アパレル 58.75 +21.4% 32.0%

本、音楽、DVD 44.80 +14.4% 83.2%

インテリア、雑貨 36.28 +16.3% 34.2%

おもちゃ、趣味 29.78 +16.5% 46.0%

健康、美容、コスメ 27.91 +19.2% 32.6%

食品、飲料 13.59 +24.7% 25.4%
Source: eMarketer, April 27, 2021
https://content-na1.emarketer.com/us-ecommerce-by-category-2021 
 

83.2%
メディア商材カテゴリは
アマゾンの独壇場へ。
他のカテゴリでも存在
感を増している。

https://content-na1.emarketer.com/us-ecommerce-by-category-2021


まとめ



コマース成功の秘訣

まとめ

コロナ後も変わらないデジタル中心の生活

• BOPIS（店頭受け取り）やキャッシュレスは普遍的かつ便利

• SNSがコミュニケーションインフラの中心

コンテキスト型コマースで顧客エンゲージメント

• ゲームやARを通じてエンゲージメントを強める

マケプレ&直販（DTC）チャネルとの共存

• 販売力を強めるマケプレと自社 ECの販売差別化

• リアル店舗事業運営を再考



最後に：
Salesforce Shopping Index



最後に

https://public.tableau.com/profile/salesforcecommercecloud#!/vizhome/SalesforceShoppingIndex/SalesforceShoppingIndex

SalesforceのShopping Indexで世界のEC売上動向やEC指標をチェックしてみましょう

https://public.tableau.com/profile/salesforcecommercecloud#!/vizhome/SalesforceShoppingIndex/SalesforceShoppingIndex


Thank You


