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This presentation contains forward-looking statements about the Companyʼs 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 
Companyʼs 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 Salesforceʼs 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.ʼs operations; our ability to realize the anticipated benefits of the proposed transaction; the impact of Slack Technologies, Inc.ʼs 
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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パートナーポータルの要件
よくある要件 成功する考え⽅

商談状況を知りたい

獲得した⾒込み客情報を⼊れて欲しい

最新の製品・サービス内容を知ってほしい

商談サポートをタイムリーにもらえる

優良な⾒込み客をパスしてくれる

不明な点はすぐ教えてくれる

⼊⼒負荷になるシステム
頼りになるシステム



デジタルパートナー戦略の全体像

パートナーの⽣産性向上・利便性向上

コンテンツ
管理

パートナー協業

⾒込み顧客管理

マーケティング 顧客サポート管理

商談管理

問い合わせ管理

パートナー開発と教育

リクルーティング 新加⼊社向け⽀援

ビジネスプランニング トレーニング / 
認定制度

パートナーのパフォーマンス管理

パートナープロファイル管理 レポート・ダッシュボードインセンティブ管理

モバイル パーソナライゼ
ーション コラボレーション プロセス

オートメーション



デジタルパートナー戦略の全体像

⼊⼒負荷になるシステム

頼りになるシステム



Salesforceでつながるデジタルエクスペリエンスを構築
Experience Cloud



Experience Cloudは社内を社外につなげる仕組み

お客様(不特定)お客様(特定)代理店様、他企業⾃社内

カスタマーコミュニティパートナーコミュニティSFA/CRM（顧客管理）
および プラットフォーム

カスタマーコミュニティ
Web、ソーシャル



Salesforce CRMのパワーを外部サイトに活⽤可能

Service Cloud
• ケースを直接登録
• FAQを公開・検索
• エージェントコンソール連携

Salesforce Platform
• 業務プロセスのデジタル化
• モバイル対応
• データ分析結果の共有

Salesforce Einstein
• AIボット
• レコメンデーション
• 予測

Sales Cloud
• リード/キャンペーン
• 商談/商品/⾏動
• ⾒積もりの⾃動化

Marketing Cloud
• イベント連携
• オーディエンス連携

Commerce Cloud
• BUYボタン
• ショッピングカート連携
• 商品レコメンデーション



Experience Builder
CRM機能と連携した洗練されたサイトをドラッグ＆ドロップで開発

l 基本的にノンコーディングでサイト画⾯を構築で
きる開発ツール

l すぐに使えるテンプレートを提供
l 部品のドラッグ＆ドロップで画⾯を構築可能
l レスポンシブWebデザインなので構築したサイト
は⾃動的にモバイル対応

l 様々なレベルのパーソナライゼーション
l 多⾔語対応のサイト構築



デモンストレーション



圧倒的なスピード



⽤意されている基盤や部品でスピーディに構築

開発フレームワーク

業務データアクセス制御

画⾯レイアウト

モバイル化

ハードウェア / ネットワーク / 負荷分散 / 障害対策

バーチャルマシン / OS / セキュリティ対策

社内システムとの連携

コラボレーション機能

APP
サーバー

データ
ベース

ユーザ
ディレクトリ

業務共通処理
（承認フロー、レポート/グラフ/集計、検索、採番、
会計年度、通貨処理、⼊⼒規則、多⾔語対応、等）

画⾯カスタマイズ 業務ロジック

開発フレームワーク

業務データアクセス制御

画⾯レイアウト

モバイル化

ハードウェア / ネットワーク / 負荷分散 / 障害対策

バーチャルマシン / OS / セキュリティ対策

社内システムとの連携

コラボレーション機能

APP
サーバー

データ
ベース

ユーザ
ディレクトリ

業務共通処理
（承認フロー、レポート/グラフ/集計、検索、採番、
会計年度、通貨処理、⼊⼒規則、多⾔語対応、等）

画⾯カスタマイズ 業務ロジック

開発フレームワーク

ハードウェア / ネットワーク / 負荷分散 / 障害対策

バーチャルマシン / OS / セキュリティ対策

APP
サーバー

データ
ベース

ユーザ
ディレクトリ

画⾯カスタマイズ 業務ロジック

業務データアクセス制御

画⾯レイアウト

モバイル化

社内システムとの連携

コラボレーション機能

業務共通処理
（承認フロー、レポート/グラフ/集計、検索、採番、
会計年度、通貨処理、⼊⼒規則、多⾔語対応、等）

AI（機械学習）AI（機械学習） AI（機械学習）

:サービス提供

:お客様作業

IaaS PaaS Experience Cloud



まとめ

l パートナーの役に⽴つという視点が成功には必要

l CRMをベースにしたパートナーとつながるシステム

l 改善・拡張できるプラットフォーム



Thank You


