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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...

導⼊企業数が伸び続けているMA(マーケティングオートメーション)

● ⾃社でどの業務でMAが
活⽤できそうかをイメージ

● MA活⽤の成功パターン

● マーケティング業務だけに
留まらないMA活⽤の拡張性

● 営業/カスタマーサクセスなど
部⾨横断での活⽤



会社紹介

お⾦をつなぐクラウドで世の中を笑顔に

会社名
英⽂社名
所在地
連絡先
設⽴年⽉⽇
代表取締役
主要株主

株式会社ROBOT PAYMENT
ROBOT PAYMENT Inc.
〒150-0001 東京都渋⾕区神宮前6-19-20 第15荒井ビル4F
TEL 03-5649-5780
2000年10⽉(平成12年10⽉)
清久 健也
株式会社ベクトル
株式会社エアトリ
株式会社AMBITION
株式会社オークファン
株式会社 Orchestra Investment
株式会社エルテスキャピタル

ECサイト、ネット販売のオンライン決済のシステムを提
供。顧客管理・継続課⾦に強みがある決済システムです
。

インターネット決済代⾏サービス

請求管理、債権管理を全⾃動化できるクラウドサービス
。
Salesforceの画⾯上で操作可能なAppExchangeを展開。

請求管理ロボ / 請求管理ロボ for Salesforce 



マーケティング部
つかごしゆうた

塚越裕太

旅とコーヒーを愛するノンアルコール・マーケター
所属︓ROBOT PAYMENT
役割︓マーケティング・広報・デザイナー、元Salesforce管理者、Pardot歴５年10か⽉
好き︓BtoB マーケティング、仕組みを考えること、旅⾏話

「請求管理ロボ」CM作成 「⽇本の経理をもっと⾃由に」広報活動・イベント

BtoB企業で活躍しているマーケターを中⼼に、情報発信、

成功体験の共有、ディスカッションなどをしていく、オフラ

インファーストで繋がる、招待制の⾮公開グループです。

過去のイベント

BtoBマーケターのコミュニティ運営してます。
2018年発⾜ 現在約380名参加

BBMG
（BtoB Marketers Group）

#1 新規事業マーケ

#6 イベントマーケ

#3 ABM戦略

#8 CVR 戦略

⾃⼰紹介



⾒込み客のニーズの捕捉

マーケティングチームは
失注客や休眠客のニーズを把握でき
営業チームに質の⾼いリストを
提供できるようになります

業務の⾃動化

⼈がやらなくてもいいところは
ロボットに任せ、本来頭を使うべき業務に

リソースを集中させることが
できるようになります

マーケティングオートメーションとは︖



Pardot 導⼊の背景

×4サービス マーケティング担当 営業担当

売上は 未達成…問い合わせは 達成

分断

この施策で
売上いくらかな…

広告に
200万円を
かけたけど

商品が多く、毎⽇の集計作業が煩雑だった

Pardot導⼊以前、マーケ担当は2名で4つの商品のKPIを集計
スプレッドシートを⽇々の⼊⼒作業15分週１時間以上

どの広告がいくら売上を作ったのか判断できなかった
どのくらいコストを掛ければ、どのくらいリード獲得／売上が

想定できるのか、過去の結果から導き出すことができなかった。

マーケティングと営業が分断していた
マーケティングは問い合わせ数ベース、営業は売上ベースで会話
データが連携していないので、同じ視点での会話ができなかった

データ連携できず、可視化できず、
部⾨間で必要な情報が共有できていなかった。



ROBOT PAYMENTでは営業部⾨で、横断的にPardotを活⽤しています。

Pardotの部署横断で活⽤により、副次的な効果も

リード情報の名寄せ
メールマーケティング
ページアクションでの再訪通知
フォーム管理・キャンペーン管理

スコアリング＆グレーディング、
⾏動データからコールの優先順位

失注・⻑期後追い商談向け
⾃動追客のステップメール

カスタマーサクセスアカウントセールスインサイドセールスマーケティング

お客様とのコミュニケション
ユーザー会の案内や
満⾜度調査メール

マーケから営業、カスタマーサクセスまで各営業フローの中で、Pardotが活⽤されています。

失注・⻑期後追い商談向け
再アプローチ

契約後の
システム設定のフォロー

⼊社して1ヶ⽉経った従業員に
復習⽤のTrailheadの配信も
Engageｍent Studioを活⽤

セミナー・イベント参加の
お礼とメールフォロー

初回電話後の、
有望なリード向け

ターゲット業種向けの、
継続的なメールフォロー

イネーブルメント

各部⾨にて『Engagement Studio』を活⽤して、ナーチャリングや業務効率化、社員教育に活⽤しています。




