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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



ビジネスチャット？



Slack は皆さまのビジネスライフを
よりシンプルに、
より快適に、
より有意義なもの
にするために生まれました。



同期型の打合せ

構造化された

対面の

今求められる、Digital HQ

非同期型の打合せ+

柔軟な+

どこからでも+

出社か在宅かを柔軟に
選べるようにしたい

63%
オフィスでの

フルタイム勤務を希望

17%
リモートでの

フルタイム勤務を希望

20%



Salesforce
Customer
360

セールス

マーケティング

コマース

インテグレ
ーション

プラットフォーム

業界別
ソリューション

パートナー

顧客支援 サービス

アナリティクスヘルス

サステナビリティ



従業員とつながる

顧客/パートナーとつながる

システムとつながる

より柔軟で包括的な
つながりのある働き方を実現

Slack は企業の Digital HQ
(会社を動かすデジタル中枢）



従業員とつながる
チャンネルベースのオープンなコミュニケーション



Footnote

チャンネルとは
「仕事を進める場所」
「会議室」
「プロジェクト」

チャンネルはトピックごとに整理

プロジェクト、チーム、顧客とい
ったそれぞれに専用のスペース

質問がある時、ファイルを共有す
る時、話の流れに途中から加わる
時、どこを見れば良いか一目瞭然

従業員が時間と注意力を
重要なことに集中できる

チームでのオープンな
コミュニケーションを促進
アライメントを強化

優先事項の変化に合わせて
足並みを揃える

縦割り構造のメールに比べ
仕事の速度が向上



Eメールは、各個人の受信ボックスと
いうサイロで組織・情報が分断

● 人によって違う最新情報

● 煩雑なファイル共有

● 誤送信のセキュリティリスク



チャンネルを活用したコミュニケー
ションのスピードアップと質の向上

● 誰もが同じ最新情報を共有

● 絵文字での細やかな意思疎通

● パブリック / プライベートチ

ャンネルの使い分けにより

セキュリティを確保



Slack 
ハドルミーティング

カジュアルな雑談や突発的な

ブレインストーミングの場を

再現することを目的とした、

気軽に始められるオーディオ

ファーストのコミュニケーシ

ョンツール

画面共有機能でスピーディな

同期が可能

平均利用時間は10分以下



クリップ

音声、ビデオ、画面共有の

短い録画を作成してチャンネ

ル上で共有

他のユーザーは、都合のよい

時間に各自で確認が可能

43%
時差のある相手との
コミュニケーション



顧客 / パートナーとつながる
コラボレーションのキーマンは、社外のパートナー



Slack コネクト

最大 20 の組織とチャンネルを
共有

チャンネルでメッセージやファ
イルをやり取りし、企業の垣根
を越えてコラボレーション

10万以上

9.1万以上

Slack コネクトを
利用している組織

共有されている

チャンネル



Slack コネクトの
利用範囲が拡大

11月2日より
Enterprise Grid プランを利用中のユーザーから、
無償プランのユーザーとのSlack コネクトでの
コラボレーションが可能に



システムとつながる
ツールと連携させてチームをつなげる



Footnote

アプリを一箇所にまとめて、
生産性を向上

日常の業務を 1 つの場所に集めて効率化

2,500 種類以上のアプリを Slack App ディレクトリ
で入手可能

82 万人を超える開発者がカスタムアプリを開発

「アプリケーションを 1 つ開発するのもすばらしいことですが、複数のアプ
リケーションを結びつけるとさらに大きなビジネス価値を生み出せます」

IBM 社、Senior IT Leader、Kirk Pedersen 氏

92.5万以上

Slack で連携している
カスタムアプリ



46%

32%
業務スピードの向上

Slackで生産性が

上がったユーザー

ワークフローで
日常的なプロセスを自動化

問題や案件の発生に応じてリアルタイムに対応

コードを書かずに、クリックだけで定型タスクを自動化



DEMO

Slack マーケティング本部
プロダクトマーケティング シニアマネージャー

伊藤 哲志

株式会社セールスフォース・ドットコム



従業員とつながる

顧客/パートナーとつながる

システムとつながる

より柔軟で包括的な
つながりのある働き方を実現

Slack は企業の Digital HQ
(会社を動かすデジタル中枢）



株式会社ユーザベース

IT Strategy Division BPR Team Team Leader
蒲原 慎志 氏

Slack関連セッションの紹介

2-B1

組織を強化しビジネスを加速する！
ユーザベース流 Digital HQ

「経済情報で世界を変える」をミッションにさまざまなビジネ

ス情報サービスを提供するユーザベース社。拡大する事業や組

織において、いかに一体感を保ちながらビジネススピードを高

めていくのか？成長する組織を支える基盤として、 Slack と

Salesforce を活用するポイントをご紹介いただきます。

Slack マーケティング本部 日本韓国リージョン統括 本部長
齋藤 梨沙




