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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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新型コロナ危機によって変革の必要性が増加
新しいテクノロジーの導入、商品の開発が優先事項トップ2

出典：2020年の金融サービスにおけるSalesforceのトレンド

保険業界のリーダーにとってのビジネスの優先事項トップ5

4 プロセスの自動化

2 新しい商品とサービスの開発

2019年から増加

カスタマーエクスペリエンスの改善3

5 セキュリティの強化

株式の1% 68%
新型コロナ危機によって、
保険会社のデジタル対応力
に対する期待が高まったと

回答した顧客の割合

5

1 新しいテクノロジーの導入



保険会社は消費者の期待の変化にすばやく対応する必要がある

これからの保険会社に求められること

期待の向上

新規参入者は顧客中心のアプロー
チをとり、パーソナライズされた
ストレスフリーなエクスペリエン
スを作成する

市場の激しい変化 従量制/オンデマンド

新商品の展開や既存の補償内容の
変更に数か月かけることはもうで
きない

新型コロナ危機とギグエコノ
ミーにより、個別のニーズに合
わせた補償内容のカスタマイズ
の需要が増える

6

商品のパーソナライズ
新商品の市場投入
スピードの最大化

新規参入者との協業
（ホワイトレーベル）

背景

保険会社に求められること



金融サービス向けNo.1 CRM
Financial Services CloudとVlocity Insuranceは世界No. 1のCRMプラットフォー
ムを拡張し、損害保険会社・生命保険会社・団体医療保険のエンド・ツー・エン
ドプロセスをサポート。

最短期間での価値創出
保険に特化したアプリ、インテグレーション、データモデル、見積・申込・保
全・保険金支払管理を含む事前構築済みのプロセス、オムニチャネルサービス。

柔軟性と拡張性に優れたプラットフォーム
中核となるオムニチャネル・デジタル・AI・分析機能を活用してビジネスの成長
を加速化し、コンプライアンスを遵守することで、保険業界を変革。

信頼できる単一の情報源
各保険契約者と世帯、各企業をあらゆる角度から把握して業務を連携し、個々の
関係を把握して、財務状況に関するあらゆるやり取りをパーソナライズ。

実績のあるカスタマーサクセスとコミュニティ
最先端の大手SI、ISV企業のパートナーエコシステム、Trailheadでのトレーニン
グ、実装エキスパート、同業者コミュニティを活用して、迅速な導入を実現。

Financial Services Cloud for Insurance

300万
Salesforceを通じて

サービスを提供
しているお客様の数

Meetali Agarwal
企業顧客データ担当

ディレクター



Salesforce保険業界ソリューション
保険ビジネスと業務への包括的な機能群

事業部門

ユーザーとチャネル

デジタル保険プラットフォーム
（Financial Services Cloud上）

企業保険

サービスAPI群

商品モデル

スペシャルティ保険 個人保険 生命保険 グループ健康保険

代理店・エージェント ブローカー 保険契約者 引受査定担当者
(アンダーライター)

支払査定担当者
(アジャスター)

サービス担当者

エージェントデスクトップ
（Financial Services Cloud）

モバイル、チャット、メール
(Experience Cloud)

ポータル
（Experience Cloud）

支払査定デスクトップ
（Financial Services Cloud）

アジャスターデスクトップ
（Financial Services Cloud）

コンタクトセンター
（Financial Services Cloud）

見積、保険料計算、申込 契約、加入 契約管理 保険料請求 保険金・給付金請求管理



Salesforce Customer 360
イノベーションのためのプラットフォーム
顧客を中心としながら、完全な機能を備えた保険コアシステム

プロダクト
マネージャー

シームレスな
保険金・給付金
請求・支払処理

リアルタイム
分析

保険商品、
保険料計算、
ルールを

アジャイルに
設定

補償内容と
保険料を

パーソナライズ

シームレスな
カスタマー
ジャーニー

保険商品と保険料計算の準備を高速化

カスタム開発を撤廃

ジャーニーをデジタル化

戦略No.1
新商品とサービスを
提供することで
未来の混乱に備え、
影響を緩和

- Salesforceトレンドレポート

デジタル
マーケティング
キャンペーン



Financial Services Cloud

保険見積、料率決定、申込
スピーディな商品構成、見積、引受査定

スピーディに商品を投入

• メタデータベースのノーコード商品デザインツール
とレーティングエンジンで商品をローンチ

迅速に見積を展開

• オムニチャネル見積と申込プロセスを
OmniScriptで構成

• 申込ストレートスループロセシングのための

ルールを導入

効率的に引受査定

• アンダーラインティングワークベンチで
提出ワークフローと承認を管理



Financial Services Cloud

保険契約管理と保険料請求
アジャイルなミドルオフィスプロセス管理

柔軟に保険契約管理

• 広範な保険契約トランザクションを
リアルタイム/バッチで

• 契約変更

• 契約条件遡及変更

• 契約自動更改と解約

ガイドされた請求・収納

• 保険料支払方法設定、請求書、保険料支払、契約
内容変更、契約更改、解約などを
ガイドされたプロセスで実行

コアシステムインテグレーション

• Salesforce保険金請求・支払管理と直結
さらにバックオフィス/サードパーティの
システム群とローコードでインテグレーション



Financial Services Cloud

保険金請求管理
請求〜支払プロセスをエンドツーエンドで効率化

事故・請求の連絡(FNOL)をシンプル化

• 保険契約や損害・事象からデータを自動設定し、
パーソナライズされたFNOLフローを構成

シンプルな請求を自動査定

• ルールを設定して、保険金請求自動査定と
人的レビューを切り分け

ファイナンシャル管理を向上

• 支払限度額や免責額に対する状況を追跡し、
支払備金、支払額、回収額を管理

リアルタイムの最新情報でコミュニケーション

• 保険契約者や保険金請求者が常に最新状況を理解



紹介率

10% ⬆️

引合い増加

59 - 79% ⬆️

新商品投入スピード

80% ⬆️
売上向上
(Disrupt)

初回解決率 (FCR)

> 50%

顧客満足度/NPS

10 - 32% ⬆️

転送率改善

12% ⬆️

成約スピード及び正
確性

50 – 89% ⬆️

CX改善
(Differentiate)

トレーニング期間短
縮

50 – 70% ⬆️

デジタルチャネルで
の顧客インタラクシ

ョン

10 – 40% ⬆️

生産性 / プロセス効
率

15 – 23% ⬆️

平均処理時間短縮

10-52% ⬆️
業務コスト最小化
(Defend)

導入・展開コスト

20-80% ⬇️

プロジェクト期間

< 6ヶ月

運用コスト

30%+ ⬇️
ITコスト最小化
(Defend)

デジタルでの成約

67 – 150% ⬆️

Source: Vlocity Customer Success Metrics Database

インテグレーション
コスト

50 – 80% ⬇️

Salesforceの提供価値
Financial Services Cloudによるビジネスへの貢献

ポイント

ポイント

ポイント ポイント

ポイント

ポイント

ポイント



デモ
新商品構成から契約完了まで



伊藤直子
商品担当

ノーコードで保険料計算を構成 ノーコードで見積/契約UXを構成

安藤誠
顧客

企画書/
レーティング
マニュアル確認

ノーコードで保険商品を構成

オムニチャネル
見積〜契約

Attribute Designer

属性定義項目を追加

CSVからアップロード
⚫保険料テーブル
⚫係数テーブル

…

Calculation Matrices

保険料計算設定
⚫テーブル参照
⚫計算式設定
⚫シミュレーション

Calculation Procedure

Coverage / Insured Spec

再利用可能部品を構成
⚫補償内容
⚫保険対象

Product

保険商品を構成
⚫補償内容スペック
⚫保険対象スペック
⚫保険料計算設定
⚫シミュレーション

宮下恭子
開発担当

OmniStudio

ガイドされたUX
⚫保険商品選択
⚫補償オプション選
⚫契約者、保険対象
⚫支払方法

…



Google Slides does not 
have an image placeholder 

option.  Please place an 
image over this box 
manually or work in 

デジタルを活用したお客様への更なる付加価値向上へ

〜国内系保険会社での初めてのVlocity採用〜

インターネットを通じたタイムリーな商品提供やユーザビリティの向上を
目的に、全ての加入手続きをインターネットで完結する
「インターネット申込システム」の新たな基盤構築に着手

Financial Services CloudとVlocityの採用により、
プログラミング不要で柔軟かつ拡張性の高い申込機能の実装を目指す

開発期間の短縮による業務コスト、 ITコストの最小化を目標に
プロジェクトを推進

EXPERIENCE 
CLOUD

FINANCIAL SERVICES 
CLOUD

INDUSTRIES
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新デジタル自動車保険プラットフォームを
クラウド上に

Movinxをサポートするエンドツーエンドプラットフォームを提供
MovinxはSwiss ReとDaimler Insurance Servicesのジョイントベンチャーである
新たなMGA(総代理店)であり、完全なデジタルビジネスモデルと
顧客を中心とする商品で、自動車とモビリティに対する保険の変革を企図

見積〜成約、契約管理、クレームを含むコアプロセスの迅速な展開を、
ロー/ノーコードアーキテクチャが実現

リアルタイムデータを活用し、
迅速で効率的な購入とサービスのエクスペリエンスを提供

Marketing CloudとFSCで包括的なカスタマージャーニーをサポート

継続的なイノベーションと、自動運転やライドシェアといった
業界の新しいフレームワークに対応できる能力を実現

FINANCIAL SERVICES 
CLOUD

MARKETING 
CLOUD

INDUSTRIES

by

Swiss Re
+

Daimler Insurance 
Services

https://digitalinsuranceagenda.com/dia-tv/video/driving-innovation-in-automotive-insurance/

https://digitalinsuranceagenda.com/dia-tv/video/driving-innovation-in-automotive-insurance/
https://digitalinsuranceagenda.com/dia-tv/video/driving-innovation-in-automotive-insurance/
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