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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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でも考えることがたくさんありますね
システム間のプロセス⾃動化って必要ですよね︖

• 連携データのフォーマットは
• 連携するシステムが増えたら
• ユーザ部⾨からUI変更
• ビジネスプロセス変更、追加機能
• システムをまたがったステータス管理



Salesforce フローで⾰新的な業務プロセスを再思考

業務プロセスをクリックでデザイン
ビジュアルかつ再利⽤可能なコンポーネントを
組み合わせて、企業レベルの⾃動化を実現可能

システム連携も⾃動化
関連システムやデータソースを跨って、シーム
レスなワークフローとして統合可能

ガイド付きワークフローをあらゆる場所に
ガイド付きの操作性で、ユーザー体験とビジネ
スの俊敏性を⾼める

+  AppExchangeに事前定義されたフローを公開



Salesforceデータ拡張のための、宣⾔的およびプログラミング・ツール
Salesforce Platform インテグレーション
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イベントドリブンアーキテクチャで、リアルタイムに連携を実現
プラットフォームイベント

キーユースケース: Salesforce
プラットフォームイベントを利⽤して、⽇々発⽣
するIoTデバイスからの数百万のイベントをリア
ルタイムにSalesforce 上へ連携

Salesforce Event Bus

ビジネスプロセス間でリアルタイムに連携
複数システムに連携した顧客体験を、シームレスに作成可能

データを有効利⽤するイベントドリブンワークフロー
イベントが発⽣したらすぐに、ビジネスロジックへ連携します

Salesforce と企業間データを複製
Salesforce のデータが変更されたら、他のシステムへすぐに反映

外部サーバー

外部サービス



でも考えることがたくさんありますね
システム間のプロセス⾃動化って必要ですよね︖

• 連携データのフォーマットは
-> プラットフォームイベント

• 連携するシステムが増えたら
-> プラットフォームイベントの購読

• ユーザ部⾨からUI変更
-> Salesforce フロー、動的フォーム

• ビジネスプロセス変更、追加機能
-> Salesforce フロー

• システムをまたがったステータス管理
-> Salesforce フロー ＆ プラットフォームイベント



レンタカー 10,000円
バス 700円

レンタルWifi 1,000円

出張申請アプリケーション

TA-00021
7/1 〜 7/1
イベント参加
43,700円
依頼中

C-0121
7/1
依頼中
新幹線 32,000円

出張申請

概算費⽤

セールスフォース 旅⾏代理店システム

C-0121
EMP10000
新幹線
7/1 東京駅<->⼤阪駅

C-0121
完了

新幹線、レンタカー、ホテル
のみ⼿配可能

C-0124
EMP10000
レンタカー
7/1 9:00 – 17:00の間

C-0124
完了

⼿配ステータスPE

⼿配PE



出張申請ステータス

承認済︓承認者が承認
1.⾃動項⽬変更で承認済
2. 依頼可能なレコードだけをPE送信
3.依頼中に変更

依頼中︓旅⾏代理店での処理中
1.申請者と代理店とはメールでの対応
2.依頼終了後に旅⾏代理店システムからPE送信
3. PE受信、処理

完了︓依頼した全ての概算費⽤レコードが完了

新規 申請中 承認済 却下 依頼中 完了

社内 社外

旅⾏代理店システム

セールスフォース



ローコード＆ノーコードで実装

システム間のプロセス自動化を簡単に！！

プラットフォームイベント
• ビジネスプロセス間でリアルタイムに連携
• 複数システムに連携した顧客体験を、シームレスに作成可能
• システム間のデータフォーマットを簡単設定

Salesforce フロー
• 業務プロセスをクリックでデザイン
• 関連システムやデータソースをまたがって、シームレスなワークフローと

して統合可能
• ガイド付きワークフローをあらゆる場所に



あらゆる作業を⾃動化して⽣産性アップ
Flow Orchestrator



もっと学びたい⽅に
プラットフォームイベント

• Trailhead プラットフォームイベントの基礎
• Trailheadインスタント通知アプリケーションの作成
• プラットフォームイベント開発者ガイド

Salesforce フロー
• Trailhead 画⾯フローの配布
• Trailhead フローのテストと配布
• Trailhead Flow Builder
• UNOFFICIAL SF
• Automation Champion

Flow Orchestrator
• ニュースリリース

https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/platform_events_basics
https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/projects/workshop-platform-events
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.230.0.platform_events.meta/platform_events/platform_events_intro.htm
https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/screen_flow_distribution
https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/flow-testing-and-distribution
https://trailhead.salesforce.com/ja/content/learn/modules/flow-builder
https://unofficialsf.com/
https://automationchampion.com/learning-flow/
https://www.salesforce.com/jp/company/news-press/press-releases/2020/12/2012021/
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