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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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信頼
私たちは、ステークホルダーとの信頼関係、
信頼できるインフラ、そしてデータのプラ
イバシーを重視しています。

カスタマーサクセス
私たちは、お客様に変⾰をもたらす成果と
お互いの成功をもたらすように導きます。

イノベーション
私たちは、初⼼、創造性、そして継続的な
学習を通じて、変⾰を⾏って⾏きます。

平等
私たちは皆アライです。私たちは、より平等
で、包括的で、持続可能で、より良い世界の
ために努⼒します。

私たちが⼤切にする
価値観

サステナビリティ



カスタマーサクセス

●顧客との360度のつながり
●業務改善

●コミュニティを通じたつながり
●キャリアの向上
●就労機会拡⼤

●社会への還元
●⽇本社会の課題解決
●⽇本経済の活性化

企業の成功 社会の成功個⼈の成功

Salesforceにおけるカスタマーサクセス



カナダ
雇⽤ - 3万3,000⼈
収益 - 200億ドル
⽶国
雇⽤ - 86万9,000⼈
収益 - 5,140億ドル

南北アメリカ
雇⽤ - 160万⼈
収益 - 6,340億ドル

Salesforceエコノミーで
2025年までに創出される
新規雇⽤

全世界の雇⽤

新しいビジネスで
2025年までに
⽣み出される売上

世界規模で
経済に与える影響

420万⼈

1兆2,000億ドル メキシコ
雇⽤ - 22万3,000⼈
収益 - 380億ドル
ブラジル
雇⽤ - 49万1,000⼈
収益 - 620億ドル

スペイン
雇⽤ - 4万9,000⼈
収益 - 170億ドル
英国
雇⽤ - 14万4,000⼈
収益 - 710億ドル
オランダ
雇⽤ - 3万5,000⼈
収益 - 230億ドル

ドイツ
雇⽤ - 6万2,000⼈
収益 - 300億ドル
フランス
雇⽤ - 15万4,000⼈
収益 - 790億ドル

オーストラリア
雇⽤ - 4万2,000⼈
収益 - 260億ドル
⽇本
雇⽤ - 20万⼈
収益 - 1,100億ドル

インド
雇⽤ - 54万8,000⼈
収益 - 670億ドル
シンガポール
雇⽤ - 9,000⼈
収益 - 60億ドル
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⻄ヨーロッパ
雇⽤ - 49万2,000⼈
収益 - 2,420億ドル

アジア太平洋
雇⽤ - 79万9,000⼈
収益 - 2,080億ドル
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出典：IDCホワイトペーパー『The Salesforce Economic Impact:  4.2 
Million New Jobs, $1.2 Trillion of New Business Revenues from 2019 
to 2024』2019年10⽉。予測は2019年から2024年のデータに基づ
く。

その他の地域 雇⽤ - 130万⼈ 収益 - 980億ドル

Salesforce 
エコノミー



“道なき道を⾏き、全く異なる視点やアプローチ、ビジネスモデルでより
よい社会の創造のために⾃ら変⾰を起こす⼈や企業のことのこと”

⾃らが変⾰の原動⼒に!

トレイルブレイザー（Trailblazer）



Trailblazerが実現する
Salesforceのコアバリュー

Trailblazerが
全て⾃主的に運営・実施

✔質問サイトでの
助け合い
✔オンライン勉強会
✔NPO団体⽀援

✔親⼦向け勉強会
✔⼥性向けキャリア
⽀援

✔学⽣⽀援
✔サステナビリティ
啓蒙・実践
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先の⾒えない変化の時代と⽣き抜く

これまでのやり⽅ これからのやり⽅

システムと⼈間の
連携が取れていない

分断された⼿動のプロセス

統⼀感のない
カスタマーサービス

緊密に連携が取れたシステムで
スピーディーな共同作業を実現

プロセスの合理化し、短期間で価値を
提供するためのツールを従業員に提供

先を⾒越したカスタマーサービスで
迅速かつ的確に対応



Salesforce開発におけるノーコード開発の状況

Salesforce調べ
対象: Salesforce開発者、およびアーキテクト(n=235)

期間: 2021年3⽉16⽇~4⽉16⽇

93.2%
ノーコード開発を実施している

41.3%
開発の50%以上をノーコードで実現



6⽉4⽇セッション⼀覧



A
システム管理者 1

B
システム管理者 2

C
お客様事例

D
キャリア&コミュニティ

E
開発者&アーキテクト

1 10:00-10:25 いち早くビジネス成果を上げる
“ 初⼼者の⼼得 3 箇条 ”

多要素認証で安全にアクセス
〜 MFA の必要性と適応のヒント

顧客中⼼主義への挑戦
〜 elgana を通した

NTT ⻄⽇本グループの体験
認定アドミニストレーター
試験合格のポイント

Web 標準技術を活⽤した
モダンな Salesforce 開発

2 10:30-10:55
スタートアップから⼤企業まで、

成果につなげる
“サクセスマップ”を解説

Salesforce で使える全 BI と
その効率的な活⽤のコツ

サトーの CRM “真の”活⽤までの
軌跡に学ぶ、推進者の⼼構え

認定テクニカル
アーキテクトへの道

⾃動化と
インテグレーション

3 11:00-11:25 メール連携で実現︕
簡単活動登録

ドラッグ・アンド・ドロップで設定︕
サービスエージェント業務向け

9 機能

製造業 DX 最前線
〜 E2E 製販サ⼀体改⾰を
⽬指す⽇⽴ハイテクの挑戦

新⽣銀⾏が実現した、
⾃⾛⼒を⾼める組織づくりの秘訣

Salesforce であらゆる
課題を解決するための

Apex の活⽤術

4 11:30-11:55
ドラッグ・アンド・ドロップで
実現する、ユーザーの利便性向上

テクニック
ステップで学ぶ、

初⼼者向け Marketing Cloud
コマツ産機の営業改⾰を推進、
Salesforce プラットフォーム DX

Salesforce MVP に学ぶ
コミュニティ活⽤術

AI の専⾨家がいなくてもできる︕
Einstein で

⾃然⾔語解析の活⽤術

5 12:00-12:25
少しの⼯夫で劇的変化︕

⼊⼒の⼿間を減らす標準機能 3 選
（12:00-12:20までのセッション）

Marketing Cloud における
AI 機能の簡単実装ノウハウ

三井住友銀⾏が進める
住宅ローンの

デジタライゼーション
先輩 Trailblazer が実践
するキャリアの描き⽅

Salesforce DX と
アプリケーション
ライフサイクル管理

6 12:30-12:55
⼤企業での SFA 展開成功の要
“チャンピオンズネットワーク”

とは

現場がデータをどんどん⼊⼒︕
システム管理者の
上⼿な社内巻き込み術

IT 知識に差がある組織で実践︕
Salesforce 定着化 3 つのコツ

多様な⼈材を活かす組織を作る︕
デジタル時代の

キャリア形成を語ろう

最新のテクノロジーを活⽤した
アプリケーション開発と

デリバリー

CS 13:00-13:45 The Responsibility 〜企業が今担う、地球と⼈への責任と貢献〜

セッション⼀覧: 先駆者とともに成功を
〜Trailblazers, together〜



Thank You


