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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, 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 successfully integrate Slack Technologies, Inc.’s operations; our ability to realize the anticipated benefits of the Slack 
Technologies, Inc. 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



セッションのポイント

活⽤中の⽅は...導⼊検討中の⽅は...

No.1 営業⽀援システム(SFA) Sales Cloud の最新情報をお届けします

● 最新の営業⽀援システムを理解

● オープンエイト様の事例から
活⽤イメージを持っていただく

● Sales Cloudの進化を
キャッチアップ

● 営業活動全⽅位的なデジタル化の
あり⽅を理解いただく



混乱のなかにあっても、Trailblazerはすばやく適応
前例のない1年半

収益モデルの変化

働き⽅の変化

顧客⾏動の変化

61%
⾃分の役割が、
不可逆的に変わっ
たと考えている
営業担当者の割合

出典︓『Salesforce Sales Snapshot Survey』、2021年3⽉



これからの営業には、新たな戦略が必要

どこからでも営業 デジタルでの購⼊、
セルフサービス

サブスクリプション、
従量課⾦モデル

総合的な顧客理解新しい営業管理モデル いつでもつながる、
使いやすいアプリ



Salesforce
Customer
36O



あらゆるタッチポイントでお客様とつながる

⽬的に応じた業界向けソリューションで迅速にスケールアップ

販売(POS) インサイド
セールス 代理店営業 オンラインストア

プランニング パイプライン エンゲージメントカバレッジ コーチングイネーブルメント

対⾯の会議 ⽂書でのコラボレーション チャット/ボット オンライン会議 メール モバイル

外勤営業

デジタルな営業活動のための世界No.1プラットフォーム
セールスの成功に必要なすべての要素を、どこからでも

UIコンポーネントワークフローの
テンプレート集業界データモデルオーダーメイドの

アプリケーション

インテリジェントでデータドリブンなプロセスで成⻑を加速
売上予測

製品設計・価格提⽰・
⾒積作成

サブスクリプション・
利⽤量 ⾒積の⾃動化 管理・コンプライアンス

収益のライフサイクルを1つのプラットフォームで⾃動化

Sell Through Every Channel



Sales Cloud 360
営業⽀援で成⻑を後押し

販売パートナー
ビジネス拡⼤

営業担当者
チームセリング

営業リーダー
メンバーのコーチング



新登場

Sales Enablement
パフォーマンスの⾼いチームを創り上げる

データに基づいたコーチングで案件を加速
会話の傾向を把握し、あらゆる段階の案件で
コーチング可能な瞬間を特定する

必要になったスキルをリアルタイムで学習
パーソナライズされた学習ジャーニーを提供し、
学んだ内容の知識共有を促進する

Enablement を売上につなげる
Enablement 活動が営業KPIに与えるインパクトを計測し、
再現性のある成功パターンをつくる

Roadmap
GA - Oct 2022Now



関係を強化
状況を把握しながら顧客やパートナーと直接、
安全につながり、成⻑を促進

チームワークで成約を増やす
最適なデータとビジネスプロセスを結集し、部⾨を越えたコラボ
レーションを促進してセールスサイクルを短縮

⽣産性を向上
インテリジェントなインサイト、ワークフローの⾃動化、情報の
可視化で、営業担当者の業務を⽀援

簡単に規模を拡⼤
スタッフ、ワークフロー、セールスツールを1か所に集約して、
チームと組織を効果的に拡⼤

スムーズな働き⽅は、売上に直結
Digital HQ for Sales

出典︓Forrester Consulting社がSlackの依頼により実施した調査、
『The Total Economic Impact™ of Slack for Sales Teams』、2021年4⽉

15%
セールスサイ
クルを短縮
（平均）*

13%
成約が増加*



Roadmap
GA - June 2022Now

データドリブンの営業活動で、より早く成⻑を
Revenue Intelligence 

営業担当は⾃信を持って提案を成功に導く
すべての顧客とのやりとりをAIで分析し、
案件の状況を把握
⽬標達成のための実⽤的なインサイト
予測精度の向上のためのアナリティクスで
⽬標とのギャップを解消
データに基づいた営業戦略
重要な案件や担当者の傾向を容易に把握し、
規模や状況に応じた変化を促す



Digital HQ for Sales

Slackを活⽤して、
⼈と情報をスピーディーにつなぎ

チームで商談を進める

Sales Enablement*

優秀な⼈材を確保し、
ハイパフォーマンスな
チームを育成する

Revenue Intelligence*

直感ではなく、
AI/データドリブンで
売上/収益を最⼤化

Sales Cloud の最新イノベーション
現代の営業が成⻑し続けるためのプラットフォーム

*Naming being finalized

販売パートナー営業担当者営業リーダー



前側 将
株式会社オープンエイト
CS企画部 データ戦略グループ
Group Manager



オープンエイトの Salesforce活⽤事例
〜営業の成⻑を加速させる Sales Cloud 最新イノベーション 〜



⾃⼰紹介

前側 将（まえかわ しょう）
株式会社オープエイト
CS企画部 データ戦略G・Group Manager

ヤフーのデータアナリストなどを経て現職。
SaaS動画制作ツール「Video BRAIN」のグロースが
ミッション。会社全体のデータ基盤最適化、分析業務など
フルスタックに働く。Salesforceの設計なども担当。

Twitter 
@willanalysts



会社紹介



会社紹介



Salesforceの活⽤ヒストリー

広告／メディア企業 SaaS企業への転換
2019~2015~

10,000本以上の動画
と800万⼈のユーザー
を誇るお出かけ動画
メディアを運営

⼥性向け国内最⼤
規模の動画広告
プラットフォーム
を運営

SaaS企業
2020~

2020~

（ローンチ予定）
新サービス

ライセンス数
約50名

管理者数

活⽤部署

3名

マーケ/営業/CS

Salesforce利⽤開始

⼊社



これまでの課題

1. Salesforceの運⽤が定着しない

2. データ⼊⼒やデータ確認の⼿間が多い

l E-ラーニング
l 動画ドキュメント
l 役割分担

l Slack活⽤
l Salesforceフロー構築
l スプレッドシート連携



Sales Enablement関連(学習定着)



myTrailheadの導⼊

Trailheadを⾃社向けにカスタマイズできる機能。
Salesforceの機能だけでなく、営業スキルや
⾃社の業務ールの使い⽅など、コンテンツを集約することで、
楽しく学習する組織を作ることができます。

Salesforce

Tableau

⾃社ツール
スキル

データ分析

動画ノウハウ

セールス知識

CS知識



E-ラーニング
myTrailhead & VideoBRAINでさらに学習を楽しく効率的に︕

動画は3⽇後の学習定着率が7倍（ヘルマン・エビングハウス︓忘却曲線）
短尺で効果的に伝える動画を簡単に作成
コンテンツ作成時間3倍速いです︕



E-ラーニング

着想から2週間で完成しました。



コンテンツ

動画作成例
A.話しながら操作した動画をAIが解析→⽂字起こしした動画素材から作成。
B.テンプレートに画⾯キャプチャーを貼り付けるだけで作成。



Digital 関連(Slack活⽤)
~カスタマーサクセス現場向け~



Slackを活⽤するメリット
2つのメリットを感じており、Slackを積極的に活⽤しております。

1 議論が活発化する

在宅中⼼に適している

スタンプが業務を円滑にする

2

Slack メール 対⾯MTG
やりと
り

1分ほどの短⽂のやりとり 3-10分ほどの丁寧なやりとり 30分ほどのやりとり

特徴 スレッド形式で簡単な意思
決定がすぐ解決する内容

対⾯では時間がかかるがきち
んと依頼したい内容

⼝頭で伝える必要がある込み⼊
った内容



すぐに活⽤できるリマインダー
リマインダーが簡単で便利。
会議、議事録、請求作業などのルーチーンワークを定着化。

書き⽅︓⼀度設定するだけ︕
/remind [誰に] [内容+リンク] [いつ]

スタンプで対応完了してるか簡単チェック。

内容 頻度 アクション
定例会議 毎週⽔曜⽇ 議事録を貼り。事前に記載してもらう。
作業記録 毎⽇18時 ドキュメントのリンクを貼り。忘れず記載

してもらう。
請求書 毎⽉⽉初 新しい請求書も忘れないようにする。
データチェック .. ..



troccoとSlackによるエラーアラート

Salesforceなど社内のあらゆるデータを
troccoというデータ連携ツールでGoogleのBiqQueryに集約。

Colaboratory

【レポーティング】

【その他ビジネスツール】

KARTE
Marketo

Facebooke Ad
Google Analytics

【データ基盤:GCP】

ELT
データ転送

データ加⼯

DWH DM

【プロダクト基盤︓AWS】

Redash



troccoとSlackによるエラーアラート

膨⼤なデータ処理のどこがで想定外のエラーがあってもすぐに気付くことができる。



TableauとSlackによる施策をアクションまで繋げた事例
前週⽐2倍のアクセスがあった時にSlack通知、ユーザーの情報などを
分析できるようにする。

基本的に動きがないので忘れされがち 異常値のみ通知 どのコンテンツに
注⼒するか判断

異常値の理由を深堀



今後のビジョン



今後のビジョン
テクノロジーを駆使して、

各⼈の職種や業務の⽬的に合う最適な形でツールを提供する



Sales Cloud イノベーション オープンエイト様の事例

まとめ

Sales 
Enablement

Digital HQ
for Sales

Revenue
Intelligence • myTrailhead + VideoBRAIN で

学習を楽しく効率的に

• Slack + Salesforce + Tableau で
作業の⾃動化と、意思決定の最適化



簡単につながる

短期間で価値を実現するサポートプログラム

Trailblazerが集まるコミュニティ
success.salesforce.com

trailhead.comで、
今すぐはじめましょう

30⽇間無償で試⽤可能
Salesforce.com

無料でお試し 簡単に学べる

https://www.salesforce.com/ca/form/login/freetrial-sales/



