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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.

Forward-Looking Statements

031621



つながり



本セッションのテーマ : パーソナライゼーションの新しい流れ

1.“顧客接点の時代” の終焉

2.パーソナライゼーションからヒューマニゼーションへ

3.ヒューマニゼーションに必要なこと



これまで企業は顧客とのデジタル上の “つながり” を模索してきた

デジタルマーケティングの歴史 ≒ つながりを作る歴史

顧客企業

世の中に新しい接点が⽣まれるたびに、その接点を介したつながりを作り続けてきた

いわば “接点拡張の歴史” だった



顧客の “ヒトとナリ” を理解・把握するためには顧客接点からの “⾜跡” を集めることが不可⽋

“つながり” を得るための顧客理解

顧客
企業

データ
• 接点を介して得た顧客データ
• 顧客接点に残された “⾜跡”

• 顧客の⼿で直接⼊⼒されたデータ
> 基本属性
> アンケートやフォームの回答
> その他

• 顧客の “⾜跡”
> Web サイトのアクセスログ
> メールの開封/クリック
> アプリの起動/操作
> SNS 上の発⾔/反応
> その他



顧客接点から得たデータを元に、顧客の姿を⾒極め、⼀⼈ひとりに合った体験を提供

“顧客接点” を通じた体験の提供

企業

データ

営業

サービス

マーケ

コマース情報や
コンテンツ

顧客

[体験の例]
• Web サイト訪問時に、その顧客

に関係のあるコンテンツを表⽰
• EC サイト訪問時に、その顧客が

ほしいと思っているアイテムを
表⽰

• ある Web サイトで商品を閲覧
した後、別なサイトに掲載され
ている広告で、同じ商品を訴求

• Web サイトで閲覧した商品に関
連するトピックのメールを配信

• チェックしている商品が値下が
りしたらアプリ等で push 通知



デジタルマーケティングにおける “顧客体験” は「顧客接点に始まり顧客接点に終わる」

“顧客接点” はデジタルマーケティングの “核” 

企業

データ

営業

サービス

マーケ

コマース情報や
コンテンツ

顧客

いかにデータの取りやすい顧客接点を作るか︖

いかに多くの顧客接点のデータを統合出来るか︖

いかに体験の提供しやすい顧客接点を作るか︖

パーソナライゼーション

「このやり⽅は、本当に正しいのだろうか︖」という疑問が近年激しく議論されている



(当たり前だが) すべてが “顧客接点” を基準にしたカスタマージャーニーになってしまう

“顧客接点” を軸にしたパーソナライゼーションの限界

この接点に ◯◯ な顧客
が接触したら、✕✕ な
接点に遷移してもらい、
△△ してもらおう

◯◯ な顧客が △△ し
てくれたら、次は □□
な接点で ◎◎ してもら
おう

◯◯ な顧客が ◎◎ し
ているので、EC サイト
で ☆☆ をレコメンドし
よう

EC サイトで ☆☆ をカ
ートに⼊れたので、合
わせて ♪♪ をおすすめ
してみよう

これは、本当に「顧客のため」のマーケティングなのだろうか︖



本当に “顧客のため” になっているのだろうか︖

今「パーソナライゼーション」に投げかけられている “疑問”

単にテクノロジーを使って、本来であれ
ば多岐にわたる購買⾏動を、(テクノロ
ジーで対応出来るレベルに) 絞り込んで
いるだけなのではないか︖

テクノロジーによってパーソナライゼー
ションが⾼度になればなるほど、結果的
に顧客に「⾃分たちは今、マーケティン
グ施策の対象になっている」と思われて
しまっているのではないか︖

そもそも、すでに “気持ち悪い” と思われていないか︖



もはや完全に “顧客接点” を軸にマーケティングを考えることが出来なくなってきた
そんな中、訪れた “ポストクッキー時代”

3rd. Party Cookie が使えなく
なることで、過度に Cookie に
依存した広告戦略が、そもそも
打てなくなる

abcd.com

abcd.com

wxyz.com

3rd. Party Cookie

efgh.com ijkl.com mnop.com

サイトドメインに依存せず
横断的なクッキー付与が可能

課題 : 
1. サードパーティクッキーを使わずに、広告ターゲティング、トラッキング等を⾏う必要に迫られている
2. ⾼まるプライバシー保護の流れの中で、クッキーそのものに対するイメージが悪化しつつある
3. プライバシー保護の観点以前に、そもそもクッキーでトラッキング出来ない顧客接点が増えつつある

(モバイルアプリ・IoT・スマートスピーカー等の登場と普及)



[パーソナライゼーション] から [ヒューマニゼーション]
これからは、より “ヒト” を感じられるマーケティングへのシフトが求められている

パーソナライゼーション
ヒト (顧客) をマーケティング活動 (施策) に
合わせていく⽅法論

ヒューマニゼーション
顧客をあらゆる⾯から理解し、顧客にマーケ
ティング施策を合わせていく⽅法論



ヒューマニゼーションにシフトするために
これまで “デジタルマーケティング” で⾏われてきたことをさらに進める必要がある

デジタルな接点で
デジタルな体験を

提供する

これまで “デジタルマーケティング” で⾏われてきた “パーソナライゼーション”

ビジネス要件に
合わせて体験を
デザインする

デジタルな接点から
顧客のデータを

集める

集めたデータから
顧客を⾒極め

最も合いそうな
体験を選ぶ

“デジタルファーストメンタリティ” の本質
オンライン

オフライン問わず
最良の体験を

提供する

顧客にとっての
価値をベースに

体験をデザインする
あらゆる接点から
顧客の声を聴く

最も顧客にとって
価値を提供出来る

体験をデザインする

これから “デジタルマーケティング” に求められる “ヒューマニゼーション”

良い体験を提供するためには適切に “ヒト” が介在することが前提になる



ヒューマニゼーションにシフトするための唯⼀無⼆の要素

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

充実かつ統合されたファーストパーティデータが不可⽋



そして Salesforce ができること
今、“つながり” を作るために求められていること

顧客を中⼼にしたビジネスや
体験のデザイン

• 顧客をマーケティング活動に合わせ
るのではなく、顧客にマーケティン
グ活動を合わせるアプローチが必要

• そのためには、常に顧客を中⼼とし
たビジネスや体験のデザインが求め
られる

本気の CRM

• 顧客を中⼼にしたビジネスや体験を
デザインするためには、きちんとし
たファーストパーティデータの存在
がカギになる

• ファーストパーティデータは顧客か
らの “信頼” と共にいただくもの

• そのためにはきちんとした CRM が
⼟台にあることが求められる



Marketing Cloud を中⼼にしたヒューマニゼーション

興
味

・
関

⼼

情報収集

⽐
較

・
検

討

購買

MOT → 販促活動認知
Advertising Studio

Journey Builder
ジャーニーの設計・可視化

広告出稿の最適化

オーディエンス作成
セグメント化

クロスチャネル
コミュニケーション

Social Studio

Email Studio
Mobile Studio

Interaction Studio
MOT を捉えて背中を押す

購買体験の⾼度化

データの統合 / 分析



顧客のライフサイクルに寄り添うヒューマニゼーション

興
味

・
関

⼼

情報収集

⽐
較

・
検

討

利⽤

安定継続再活性化

購買

MOT → 販促活動認知
Advertising Studio

Journey Builder
ジャーニーの設計・可視化

広告出稿の最適化

オーディエンス作成
セグメント化

クロスチャネル
コミュニケーション

Social Studio

Email Studio
Mobile Studio

Interaction Studio
MOT を捉えて背中を押す

購買体験の⾼度化

データの統合 / 分析

“顧客化後” はよりディープな CRM で LTV を向上

“顧客化後” の CRM の核



Thank You


