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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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サクセスガイド サクセスガイド
岩崎 令 ⻄村 ⽂登

私たちがご案内します



Salesforce導⼊のゴール は “ビジネス成果”

システムの導入がゴールではありません。

ユーザーの皆様が、Salesforceを利用して
業務を改善し、ビジネス成果を得ることがゴール
です。

ビジネス成果を生み出すための、
業務変革の基盤となるのがSalesforce



さあ始めましょう︕

ビジネス成果の創出

Salesforce「初⼼者」の
⼼得とは︖

Salesforceの
導⼊を進める



ビジネス成果に向けた「初⼼者の⼼得3箇条」

その1.
成功への道のりを

知るべし

その2.
改善のヒントを
得るべし

その3.
⽇々精進すべし



ある⽇の Salesforce Live: Japan 会場にて…



初⼼者・⻄村さんの悩み

何から始めるべきか︖



ビジネス成果に向けた「初⼼者の⼼得3箇条」

その1.
成功への道のりを

知るべし

その2.
改善のヒントを
得るべし

その3.
⽇々精進すべし



成果を出せる業務への変革と、業務を支えるシステム実装、両方が必要です

ビジネス成果への道筋＝業務変⾰とシステム実装の並⾛

Salesforceで成果を創出するための
「営業現場の変え⽅」を理解する

業務に合ったシステム設定のポイントを
順を追って理解する

業務変⾰ システム実装



事前準備における6つのポイント

SUCCESS

活⽤推進チームの体制と役割の明確化1

ゴールの明確化

⽬標、戦略、活動に即したKPIの設定

レポート/ダッシュボードと⼊⼒画⾯の設計

運⽤ルールの明確化

トレーニングの実施

2

3

4

5

6



活⽤推進チームの体制と役割の明確化

プロジェクト
責任者

各部⾨/各課の
推進者

システム管理者
(設定担当)

推進チーム

プロジェクト体制の⼀例

利⽤チーム(現場ユーザ)
橋渡し役推進リーダー

各部⾨/各課の
推進者

各部⾨/各課の
推進者

各部⾨/各課の
メンバー

各部⾨/各課の
メンバー

各部⾨/各課の
メンバー



事前準備における6つのポイント

SUCCESS

活⽤推進チームの体制と役割の明確化1

ゴールの明確化

⽬標、戦略、活動に即したKPIの設定

レポート/ダッシュボードと⼊⼒画⾯の設計

運⽤ルールの明確化

トレーニングの実施

2

3

4

5

6



Sales Cloud のカリキュラム

Salesforce活⽤⽀援ウェブセミナー⼀覧

営業部⾨のための
Salesforce基礎

実⾏︓営業改⾰シリーズ
Vol.1 効果を出すための準備をしよう
Vol.2 営業マネジメントのコツ
Vol.3 商談フェーズの設計をしよう
Vol.4 活動の改善をしよう

定着化︓”成功”の秘訣シリーズ

Vol.1 推進チームの作り⽅
Vol.2 早期に定着化を実現するポイント
Vol.3 マネージャーと現場を動かす実践
ノウハウ
Vol.4 業務改善の進め⽅
番外 ⼤規模利⽤推進編システム管理者のための

Salesforce基礎シリーズ
Vol.1 使い始めるための準備をしよう
Vol.2 データを⼀括で登録しよう
Vol.3 データの⾒える化をしよう

定期開催・参加無料

エキスパートコーチング

ビジネス推進や業務効率化を行う方
(例：営業推進、プロジェクト推進)

ユーザーの要望にあわせて
設定変更やカスタマイズを行う方

(例：システム管理者)

はじめよう
Salesforce

はじめよう
Salesforce



システム実装のガイダンス：
エキスパートコーチング（アクセラレータ）

お客様がSalesforceの製品から価値をより引き出していただくための、
専⾨的なガイダンスを提供するセッションです。

Webinarセッション
特定のトピックについての
約1時間のセッションです。
プレミアおよびSignatureの
お客様が参加できます。

オンデマンドの録画
約1時間のエキスパート
コーチングセッションの録画を
提供します。お客様がご⾃⾝のペ
ースで都合のよいタイミングで学
ぶことができます。

1:1 個別セッション
お客様個別のセッションで、お客
様が課題を解決して成功を持続で
きるようにエキスパートが⽀援し
ます。プレミアおよびSignature
のお客様が参加できます。

PremierおよびSignatureのお客様は、Webinarまたは録画を視聴した後
に1:1の個別フォローアップセッションをリクエストすることができます。

[オンボーディング / セットアップ / 定着化 / 最適化] のガイダンス



プログラム形式

● [1対1] 講師によるマンツーマンのセッション（Premier契約が必要です。リクエスト方法はこちらをご参照ください。）

● [ウェブセミナー] どなたでも視聴可能なオンラインセミナー

● [オンデマンド] どなたでもいつでも視聴可能な動画コンテンツ（Premier契約のお客様は視聴後、さらに1時間の1対1の追加セッションをリクエスト可能です）
上記の他にも活用支援プログラムがありますので、エキスパートコーチング（アクセラレータ）・ライブラリもご覧ください。

Step 1

[動画] システム管理者の
ためのSalesforce基礎

(Vol1,Vol2)
[1対1] Sales Cloudクイッ

クスタート

Step 2

[オンデマンド]
Sales Cloud 

項目設定とレイアウト

Step 3

[オンデマンド]
レポート&ダッシュボード
クイックスタート

Step 5Step 4

[オンデマンド]
商談の管理

[ウェブセミナー]
Lightningでの
活動管理

準備スタート

業務利用の

開始

基本機能を理解 画面カスタマイズ

KPI管理の方法

商談管理を
最適化

活動管理で
業務効率化

リード（⾒込み客）
の管理

[ウェブセミナー] リードの管理
[1対1]取引先データの管理戦略

[1対1] 重複レコードの防止

顧客デー
タを

クリーン
に維持

Sales Cloud活⽤ステップガイド

https://help.salesforce.com/articleView?id=000337601&type=1&mode=1
https://sfdc.co/ACCLIB
https://salesforce.vidyard.com/watch/HFfYZ1tp2Z5daextSYi4MF?&source=Calendar
https://salesforce.vidyard.com/watch/uBdv2fbV3RGGbuvVxR1oC1?source=Calendar
https://help.salesforce.com/articleView?id=000355422&language=ja&mode=1&type=1
https://help.salesforce.com/articleView?id=000349494&language=ja&type=1&mode=1
https://help.salesforce.com/articleView?id=000349494&language=ja&type=1&mode=1
https://help.salesforce.com/articleView?id=000321986&language=ja&type=1&mode=1
https://help.salesforce.com/articleView?id=000321986&language=ja&type=1&mode=1
https://help.salesforce.com/articleView?id=000320349&type=1&mode=1
https://help.salesforce.com/articleView?id=000320351&type=1&mode=1
https://help.salesforce.com/articleView?id=000320351&type=1&mode=1
https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?urlname=How-To-Sales-Cloud-Manage-Leads&language=ja
https://help.salesforce.com/articleView?id=000351775&type=1&mode=1
https://www.salesforce.com/content/dam/web/ja_jp/www/cloud-services/documents/Sales_Prevent_Duplicate_Records_TB_R1.pdf


初⼼者・⻄村さんの悩み

つまづいた時に助けてほしい



ビジネス成果に向けた「初⼼者の⼼得3箇条」

その1.
成功への道のりを

知るべし

その2.
改善のヒントを
得るべし

その3.
⽇々精進すべし



Salesforce、そしてユーザーの皆様がついています

Salesforceによるサポート ユーザからヒントや事例を得る



「ナレッジ」と「サポート」
「ナレッジ」を使ったお客様ご⾃⾝による⾃⼰解決と、社員が対応する「サポート」

ナレッジ
よくいただく質問に対して

Salesforceのエキスパートが作成
したガイド記事

サポート
サポートエンジニアによる

24時間365⽇の
テクニカルサポート



Salesforce製品の活⽤促進についてお互いに助け合う、無料のオンラインコミュニティ
Trailblazer Community -カスタマーサクセス⽇本

● Salesforceからの役⽴つ情報
今後開催されるウェブセミナー、新機能情報、資料 他

● ⽇本のコミュニティグループへのリンク集
Pardot、Marketing Cloud、Commerce Cloud、ユーザグループ 他

● ユーザー同⼠でのアドバイス

カスタマーサクセス⽇本

初めて利⽤開始される⽅はこちら
https://sfdc.co/StartTbC

“カスタマーサクセス⽇本”にアクセス
https://www.sfdc.co/japancommunity

https://sfdc.co/StartTbC
https://www.sfdc.co/japancommunity


初⼼者・⻄村さんの悩み

現場をより良くしたい



ビジネス成果に向けた「初⼼者の⼼得3箇条」

その1.
成功への道のりを

知るべし

その2.
改善のヒントを
得るべし

その3.
⽇々精進すべし



Trailhead

誰でも始められる
システム管理者・開発者・ビジネスユーザーの
スキルレベルに応じた学習コンテンツを提供

学習内容を確認する “知識確認” 問題と、無償の
実組織を利⽤して “ハンズオンで学ぶ” 問題で学
習

学習結果をバッジで確認。獲得数や獲得ポイント
に応じてユーザーランクが上がっていく仕組みで
ゲーム感覚に

効果的に学べる

ゲーム感覚で学べる仕組み

Salesforceを楽しく学べる 無料オンライン学習サイト
Trailhead Empowers All Trailblazers



ビジネスを成功に導く“サクセスナビ”
Salesforce活⽤・定着化のための百科事典

ゼロから分かる
はじめてガイド

DXの今が分かる
注⽬記事

豊富な
マニュアル記事

製品ごとの情報を
簡単検索

ご契約直後の⽅を対象に、
Salesforceの利⽤開始に役⽴つ
コンテンツをステップでご提供︕

最新トレンドや他社の活⽤事例など、
DXの今を理解するための、

ここでしか読めない記事も充実︕

基本的な設定から応⽤まで、
マニュアル記事を豊富にご⽤意。
「知りたい」がきっと⾒つかります

お使いの製品ごとに整理されたUIで、
⾃分に合った知りたい情報まで
簡単にたどり着けます



ビジネス成果に向けた「初心者の心得3箇条」

その1.
成功への道のりを
知るべし

その2.
改善のヒントを
得るべし

その3.
⽇々精進すべし



Thank You


