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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



MuleSoft, a Salesforce Company

■ 設⽴︓2006年 (⽶国カリフォルニア州サンフランシスコ)

■ 主要製品︓Anypoint Platform™ (API-Led Integration Platform)

■ 事業拠点︓13カ国 (2019年5⽉ 東京オフィス開設)

■ 従業員数︓1,400名以上
■ お客様数︓2,000社以上 (2020年8⽉時点)

Salesforce Customer 360
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■ 2018年3⽉ セールスフォース・ドットコムにより買収

■ 2019年5⽉ ⽇本国内での事業展開を開始

デジタル
トランスフォーメーション

レガシー
モダナイゼーション

オープン
APIエコノミー

新しいテクノロジーを
活⽤し新しい顧客体験
、従業員体験を提供す
るためにAPI主導のデ
ジタル変⾰を実現した
企業

ビジネスの変化に即応
できない旧来のレガシ
ーシステムをAPI主導
の接続性により近代化
し、レガシー資産の活
⽤に成功した企業

⾃社内のAPIをパート
ナー、顧客、マーケッ
トに公開し、新たなエ
コシステムの構築やデ
ータビジネスの提供に
成功している企業



MuleSoft’s Mission
MuleSoftのミッションは、世界のアプリケーション、データ
ならびにデバイスを簡単に接続できるようにすることで、
組織の変⾰と⾰新をより迅速に⽀援することです。



現地で

対⾯サービス

B2B vs. 
B2C

店頭・
オンライン

バーチャル

リモート
サービス

B2BとB2C

オンライン・
オフラインが融合した
顧客体験

劇的に進⾏したデジタルシフト



Salesforce Customer 360のパワーを
MuleSoftで最⼤限に

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



Customer 360の裏側では
数百のアプリケーションが動き、
それぞれにデータが分散



再利⽤可能なAPIがイノベーションを加速
モダンアプリケーションは組み⽴て型ブロックであり、カスタムコードではありません



対談

三井ダイレクト損保様に伺う
MuleSoft導⼊事例
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三井ダイレクト損害保険株式会社について
会社概要

社名 三井ダイレクト損害保険株式会社

本店所在地 東京都⽂京区後楽⼆丁⽬5番1号

設⽴ 1999年6⽉

営業開始 2000年6⽉

資本⾦ 391億600万円

代表者 取締役社⻑ 宮本 晃雄

事業内容
MS＆ADインシュアランスグループの⼀員として、個⼈
型⾃動⾞保険を中⼼に、インターネットや電話を通じて
お引き受けするダイレクト型損害保険会社



様々な外部環境変化から、保険ビジネスにも変化が到来している。
多様化する顧客ニーズ、⾃働⾞保険マーケットの変化から、開発領域も拡⼤しており、課題を抱える結果
となっている。

デジタル変⾰の必要性とその課題

開発領域の拡⼤

多様化する顧客ニーズ
ü ⾮対⾯志向の⾼まり

ü お客さまが保険会社を選ぶ時代

ü 複数のコミュニケーション⽅法

⾃動⾞保険マーケットの変化
ü 商品・サービスの複雑化

ü 少⼦⾼齢化、保有台数減少

ü CASEやMaaS対応の必要性

① お客さま体験価値（ＣＸ）の⾼度化による
競争⼒の確保が必要

②基幹システムのレガシー化。システム構造が
複雑化し、開発効率の根本的改善が急務

③環境変化を捉えた新たなマーケットの創造や
他社を先駆ける「市場喚起型」の商品・サー
ビス展開への対応

n 顧客ニーズ多様化
n EC消費の増加

n ⾃動⾞保有台数の減少が
本格化

n マルチモーダル社会の進展

n デジタル技術の
急速な進化

n カーシェアリングの普及
n 次世代移動⼿段の登場

市場

経済

移動
⼿段

技術

外部環境変化 保険ビジネスの変化 弊社の課題認識



• 環境変化やマーケット変化にも柔軟かつ俊敏に対応できる態勢を整え、
新ブランドコンセプトを基軸にしたリブランディングの前提として
新施策実⾏・業務効率化を実現する。

全体最適視点で⾒直すシステム設計

• お客さま体験価値（ＣＸ）の⾼度化による
競争⼒の確保が必要

• 基幹システムのレガシー化。システム構造が複
雑化し、開発効率の根本的改善が急務

• 環境変化を捉えた新たなマーケットの創造や
他社を先駆ける「市場喚起型」の商品・サービ
ス展開への対応

弊社の課題 対応の⽅向性

新ブランドコンセプトを基軸にして、CXの⾼度化やDXに
よる業務効率化に係る施策を打ち出すことにより、個性
ある保険会社に⽣まれ変わる。

上記施策実⾏の前提として、⾜かせとなっている既存シ
ステム基盤を刷新する。

第1段階 ︓CX⾼度化を⾒据えた顧客管理基盤構築

第2段階以降︓基幹システムの段階的再構築



Salesforce FSC: Financial Services Cloud
SoE：System of Engagement 顧客との繋がりを重視して設計するシステム
SoR：System of Records 契約保全を重視して設計するシステム
SoI：System of Insight データ分析を行うシステム

MaaS: Mobility as a Service
CASE:「Connected（コネクテッド）」「Autonomous（⾃動運転）」「Shared & 
Services（シェアリングとサービス）」「Electric（電動化）」の頭⽂字をつなげたもの。

全体最適視点でのデジタル化設計︓次世代システム構築
①顧客接点情報が中⼼となる

サービスやエコシステム
②役割ごとに明確化した
基幹システム構成 ③APIで内にも／外にも繋がる

④全システムをクラウドで稼働 ⑤開発・運⽤業務の効率化 ⑥将来的な拡張性を持つ基幹

顧客接点情報は適切に
Salesforce Financial 

Services Cloudに連携し、
“お客さま”の⾏動を捉えて

パーソナライズ

SoE/SoR/SoIの設計思想を以って
顧客との繋がり、契約保全、データ

分析に役割を明確化

保険会社の業務機能はAPIで提供
“相⼿先ブランド専⽤保険“などは

より簡便に実現

可⽤性・対障害性・事業展開の柔
軟性をスケールフリーで実現

マイクロサービス・コンテナ化・テスト⾃
動化等最新のIT技術を採⽤

開発・運⽤業務の効率化を実現

CASE、MaaSなど
今後の外部環境変化にも

柔軟に対応できる
拡張性があるシステム



第1段階で顧客管理基盤Salesforce Financial Services Cloudを導⼊し、
第2段階以降に社内外システム・データとの連携強化を図り、活⽤の幅を広げていく計画

n サイロ化された複数業務の集約
n コールセンター業務の業務改⾰
n 顧客接点情報の集約化

n オムニチャネルでの顧客接
点の確⽴

n コールセンターと損害業務
の連携強化による顧客体
験の⾼度化

社外連携による
顧客提供価値
の更なる⾼度化社内連携強化による

顧客提供価値
の⾼度化

顧客管理基盤の導⼊ n MS&ADグループのソリューシ
ョン/データの利活⽤

n 代理店・プラットフォーマーとの
連携強化

第1段階 第2段階以降

顧客管理CX⾼度化に向けたロードマップ



Services Cloud標準オブジェクト

FSC標準オブジェクト

追加オブジェクト

取引先

商談

⾒積

⾒積申込担保

保険契約

ケース

顧客資産

保険契約資産

保険契約
補償範囲

保険契約取引
（変更履歴）

⼊⾦実績

TODO

Financial Services Cloud

N

N
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N
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N
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⾒積契約明細⼯程N
差分連携

【凡例】

顧客

案件管理

⾒積申込共通

⾒積申込明細

⾒積申込担保

契約

コンタクト履歴

受付契約担保

異動明細
受付契約

⼊⾦実績

N

N
1

N

N

N
N

N

N

N

見積契約明細工程

N

受付契約
異動明細2

1

親権者同意管理

基幹システム

Salesforce Financial Services Cloudの機能を充分活⽤するには、基幹システムとの連携が不可⽋

ロードマップ実現には基幹システムとの連携が不可⽋



データ連携基盤として、MuleSoft Anypoint Platformを導⼊
ロードマップ実現には基幹システムとの連携が不可⽋

データ連携基盤

ETL機能

API開発・提供機能

データ送受信
・データ変換／加⼯

基幹システム

既存契約管理システム

顧客管理システム

FSC

外部サービス

API管理機能
外部API提供
・流⼊制限

WEBシステム

API

その他周辺システム

次世代契約管理システム

ポーリング

データ
登録

API

データ
登録 データ送受信

・データ変換／加⼯
・振り分け

API
データ
登録

Base Subscription

Manageｒ & Analytics

Salesforce Financial Services Cloudと基幹システムとのデータ同期だけではなく、次世代基幹システムとの
データ連携、また将来的に外部サービスへのAPI公開も含めたシステム連携を⾒据えたデータ連携基盤を構築
し、社内外のデータを統合管理していく。



MuleSoft Anypoint Platform導⼊を決めた理由
4つの観点で検証評価し、導⼊決定

顧客ニーズ・外部環境の変化に対して柔軟かつ迅速に対応できる。
API管理基盤によりSoEとSoRを分断することで、改修範囲の限定が可能。

柔軟性
迅速性

IF間の認証や通信の暗号化をローコードで実現できる。
API Gateway機能を活⽤し堅牢性が確保可能。

機密性
完全性

開発⽣産性を向上させる補助機能が豊富に⽤意されている。
MuleSoft導⼊前より短期間、かつ低コストでAPI開発を実現可能。

開発効率化

API管理、API開発、データ連携基盤が備えるべき機能を充たす、唯⼀の製品。他社製品
⽐較



APIで繋がる統合プラットフォーム
MuleSoft Anypoint Platform で次世代システムにわたる
データ連携実現を⽬指す

プラットフォーマ

Logic

API Call

フロント
システム/
チャネル
(SoE)

API
管理基盤

バックエンド
システム
(SoR)

プラット
フォーマ

API Call

モバイル

API Call API Call

プラット
フォーマ

API Call

Logic Logic

API統合プラットフォーム製品未導⼊ API統合プラットフォーム製品（MuleSoft）導⼊

改修範囲

次世代基幹 プラットフォーマ

モバイル

API Call

Logic

API

既存基幹

既存契約

既存基幹

既存契約

次世代基幹

次世代契約 既存契約

情報系基盤
ＤＷＨ

データレイク

情報系基盤
ＤＷＨ

データレイク

Logic
Logic

Logic



APIで繋がる統合プラットフォーム
MuleSoft Anypoint Platform で次世代システムにわたる
データ連携実現を⽬指す

API管理

iPaaS
ETL/ESB

分類 機能

• API利⽤状況の可視化

各製品がカバーする領域

API開発

• APIポータル

• 流量制御・APIセキュリティ

• API開発⽀援

• 再利⽤性を鑑みた設計・開発⽀援

• 連携アプリ開発⽀援

• データ変換

• 多種多様なシステムと連携

• オーケストレーション

API 
Manager & 
Analytics

Base

製品A 製品K

製品Ｉ 製品D



デジタル変⾰の
必要性

弊社課題の
明確化

投資対効果の
明確化

全体最適
視点での

デジタル化設計

システム連携・
データ連携の
実現性確認

企業の仕組みや働き⽅など、
根本的な変⾰が可能か確認

外部要因・内部要因から
デジタル変⾰の必要性と
課題の明確化

• 定量効果/定性効果
• 業務効率化・⽣産性向上
• 事業継続性の確保
• お客さま満⾜度や従業員満
⾜度の向上

開発着⼿

デジタル変⾰チェックポイント
• デジタル変⾰の必要性と課題の明確化
• デジタル化設計は、経営者・事業戦略部⾨・業務部⾨の共通認識を醸成
• 概念検証（PoC）などで実現性・有益性を確認
• 投資回収シミュレーションで適切な投資判断と確認

三井ダイレクト損保におけるデジタル変⾰の歩み

• 競合製品の⽐較
• 「⼈・組織」「業務プロセス
改⾰」「デジタルツール導
⼊」の視点で実現性・有
益性を確認

概念検証（PoC）などで
デジタル変⾰の実現性を
検証

ＩＴ投資額に対し、
事業収益を踏まえた
投資回収シミュレーションを実施

• 経営者、事業戦略部⾨、
業務部⾨の共通認識を醸
成





MuleSoft Product Update



国内企業 MuleSoft 採⽤プレスリリース
⼤⼿⾦融業界で多数のユースケース

国内⽣命保険初のMuleSoftご採⽤
DX推進のために、 MuleSoftにより
Salesforce, Tableauとオンプレミス、
パブリッククラウドを連携

MuleSoftによる、ローコード/ノーコード
開発が内製化を加速、「APIの部品庫」に
よるデータ利活⽤と⾼速開発体制がデジタ
ル戦略を強化

グループ共通の情報連携プラットフォームと
してMuleSoftを採⽤する初の事例、リアルタ
イムデータ連携の実現と、クラウド導⼊のス
ピードアップに貢献

APIによる、業界を超えた様々なサービス
連携や、MaaS時代における次世代のデジタ
ル顧客体験の実現にむけ、Financial 
Service CloudとMuleSoftを活⽤。



アプリやデータを迅速に統合

360°のカスタマービューを迅速に
作成

業務の⾃動化で⽣産性を向上

MuleSoft Composer for Salesforce
ビジネスチームがアプリとデータを Salesforce に迅速に
接続できるように⽀援 - コードではなくクリックで実現

FY23 ⽇本GA予定



社内横断で新しい働き⽅でビジネスを推進

営業成績予測を確実に

受発注管理を迅速に

成約／失注分析

>

> >

>> >

>

> >

360℃ビュー

フィールドサービスの請求管理を迅速化

問い合わせ対応を⾃動化

各Salesforceを連携

>

営業 サービス Salesforce Admins

業務に最適な連携を実現

USE CASE
AT SALESFORCE

<>

重要データ更新管理

> >



Slackコネクター

ビジネス成⻑に向けたデータ統合・連携
MuleSoftのSlack connectorで、新旧のアプリを活⽤した統
合を実現

ルーティン業務を⾃動化して、
スピーディな対応を
営業・サービス・マーケティング・⼈事のシステムをSlack
で統合。チームはリアルタイムでSlackで通知を受け取り、
問題を迅速に解決可能に

Slackから直接どんなシステムへもアクション
可能
Slackを活⽤したエンゲージメントやchat-botsで、Slackか
ら直接どんなアプリやシステムへもアクションを実⾏できま
す。 Slackから離れる必要はありません。

業務を効率化して、価値創造を

英語版のみ提供中




