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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



● Dreamforce 2021でのRetail Main Sessionのサマリ 

● Dreamforce 2021でのRetail Main Session（抜粋） 

○ デモ 

○ 顧客登壇(Ethan Allen) 

アジェンダ



メインセッションでは、Slackやロイヤリティに関する製品紹介
/デモ/顧客登壇であった 

デモ 

● EC上でAIによる商品リコメンド 
● 顧客情報を活用した、EC上でのチャット接客・代理購買 
● Slackを活用した店舗スタッフ支援 

（ピッキング情報の連携、自店のデータ可視化） 
● 1人1人に合わせたロイヤリティプログラムの実行 

業界動向・ 
新製品のご案内 

● 顧客接点の多様化、消費者のロイヤリティプログラムへニーズ、商品受取手段の
柔軟性へのニーズなどについて、調査結果を基に説明 

● Loyalty Management、Commerce Cloud（Omnichannel Inventory, 
Distributed Order Management）、Slack、MuleSoftに関する新製品紹介 

顧客登壇 
(Ethan Allen) 

● 顧客のロイヤリティが非常に重要 
● 成功する小売業は、 複数の顧客接点で一貫した、ポジティブな顧客体験を提供し

ている 
● コロナ禍での購買体験を支えたデジタル技術 
● これからの小売業は、”顧客中心” 

Ethan Allen
(家具小売業)



顧客接点の多様化、消費者のロイヤリティプログラムへ需要の高まり、商品受取手段の柔軟性
へのニーズなどについて、調査結果に基づくファクトをご紹介した 

業界動向 

の顧客接点 
9個  顧客接点の多様化 

● 特に実店舗とデジタルの間で、カスタマージャーニーが分断されている 

商品受け取り手段の柔軟性へのニーズ 
● 83%の消費者が店舗受取、自宅配送などの柔軟な商品受取を希望している 

分断されたシステムが顧客情報の統合のカベ 
● 顧客接点において、小売業では平均して44の異なるシステムが介在 のシステム 

44個 

ロイヤリティプログラムへのニーズ 
● 78%の消費者が、ロイヤリティプログラムを提供している企業から購入したい 



小売業はこれらの革新的な機能を統合し、あらゆる顧客接点でパーソナライズされた 
顧客対応を提供し、ロイヤリティを劇的に向上できる 

新製品のご案内 

MuleSoft
● フロントと基幹システムとのデータ連携を簡略化する 
● 顧客属性、注文情報、商品マスタなどを簡単に各種システムに連携・更新 

Commerce Cloud
（Omnichannel Inventory, 

Distributed Order Management）

● 店舗/倉庫の在庫数を”リアルタイム”・”正確”に取得 
● 店舗/倉庫の在庫をエリアなどでグルーピングしてEC側に表示 
● 荷分けの可否、近隣店舗の在庫数などを加味して最適なピッキング指示を自動

作成 
● FedExと連携し、ラストワンマイルを支援。到着予想時間なども通知 

Loyalty Management
● 単なるポイント管理ではなく、顧客のCRMデータと連動してセグメンテーション、ロ

イヤリティプログラムを実行 

Slack

● Slackはオフィスのデジタル化を支援し、いつでも/どこからでも 
働くことが出来る環境を実現 

● 商品開発では、部門間連携の加速により開発期間を23%短縮 
● Nordstromでは、カスタマーサービスでSlackを活用し、顧客満足度を70%改善 



● EC上でAIによる商品リコメンド 
● 顧客情報を活用した、EC上でのチャット接客・代理購買 

デモ① 

ECを訪問して、娘のた
めにバックパックを購入 

娘のために防水ジャケットを 
追加購入。AIが自動でバックパック
に合う商品をリコメンド 

素材/サイズが分からないので、EC上からChatで質
問 



● 顧客情報を活用した、EC上でのチャット接客・代理購買

デモ② 

・顧客属性 
・ロイヤリティランク 

・購買履歴 
・閲覧履歴 

Chat内容 

・店舗スタッフはChat接客中に代行注文 
・受取は店舗を希望なので、スタッフは受取先の店舗に 
　2商品の在庫があることを確認した上で、注文 

・手すきの店舗の店舗スタッフがチャット対応 
・店舗スタッフは自宅から顧客360°viewで 
　顧客属性、興味関心、購買履歴、 
　ロイヤリティランク、過去の問合せ内容などを 
　見ながら、最適なジャケットを提案 



Slackを活用した店舗スタッフ支援（ピッキング情報の連携、自店のデータ可視化） 

デモ③ 

・代理購入後、受取先の店舗にいるスタッフに 
　Slackでピッキング指示* 

※Salesforce Order Managementの機能により、 
　Slackで指示しなくても勿論タイムリーに 
　店舗スタッフに通知は飛びます 

・店舗スタッフのJimmyはSlackで注文明細を受けとり、 
　ピッキング作業を効率的に実施出来た 
・さらに、最新の店舗業績に関するTableauダッシュボード 
　（売上、BOPISの売上比率など）が自動で届き、 
　タイムリーな打ち手に繋がる 



1人1人に合わせたロイヤリティプログラムの実行 

デモ④ 

 
・翌日、お客様のもとに、最新のロイヤリティランクと、店舗での特別なハイキング講座の案内がメールで届く 
 



顧客登壇：Ethan Allen（家具）① 

●顧客のロイヤリティが非常に重要 
○ Loyalty = 今日のビジネスにおける通貨 
○ 顧客のLTVとして計測される 
○ しかし、ロイヤリティの獲得はより難しく複雑になっている 

■ ①ロイヤリティに関する顧客の期待値が上がっている 
■ ②顧客接点（チャネル）が多様化している 

●成功する小売業は、 複数の顧客接点で一貫した、ポジティブな顧客体験を提供している 
○ そのためには、データが必要不可欠 
○ 顧客体験の磨きこみのため、データドリブンで示唆を得られるIT基盤が必要 
○ 弊社では、SalesforceのService Cloud/Commerce Cloud/Marketing Cloudを用いて、リアルタイムで

複数の顧客接点における顧客の興味関心や行動を捉えている 



顧客登壇：Ethan Allen（家具）② 

●コロナ禍での購買体験を支えたデジタル技術 
○ 300のデザインセンターに、1500人の超一流インテリアデザイナーが在籍 
○ コロナ禍で対面接客出来ない中で、ビデオ接客、Chat接客、AR、3Dモデリング、3Dルームプランニン

グなどによりEC上での購買を支援した 
○ これらのデジタル技術により、これまで来店したことのなかった数百万人の新規顧客にも商品を提案

出来た 
○ また、顧客の360°viewがあったため、顧客がどの顧客接点でアクセスしてきたとしても、顧客の興味

関心を踏まえた提案が出来た 

●これからの小売業は、”顧客中心” 
○ クレイジーなほどの”顧客中心”が求められる 
○ 様々な顧客接点で顧客の行動、興味へのインサイトを得ること 
○ 商品/サービスについて即座にフィードバックを得ること 
○ データは知能/知性そのものであり、意思決定に必須なもの。 
○ 時代は、”パーソナライズされた”、”予知型”のマーケティングが求められているが、その際に

Salesforceのようなツールが必要となる 



まとめ（再掲） 

顧客登壇 
(Ethan Allen) 

● 顧客のロイヤリティが非常に重要 
● 成功する小売業は、 複数の顧客接点で一貫した、ポジティブな顧客体験を提供し

ている 
● コロナ禍での購買体験を支えたデジタル技術 
● これからの小売業は、”顧客中心” 

デモ 

● EC上でAIによる商品リコメンド 
● 顧客情報を活用した、EC上でのチャット接客・代理購買 
● Slackを活用した店舗スタッフ支援 

（ピッキング情報の連携、自店のデータ可視化） 
● 1人1人に合わせたロイヤリティプログラムの実行 

業界動向・ 
新製品のご案内 

● 顧客接点の多様化、消費者のロイヤリティプログラムへのニーズ、 
商品受取手段の柔軟性へのニーズなどについて、調査結果を基に説明 

● Loyalty Management、Commerce Cloud（Omnichannel Inventory, 
Distributed Order Management）、Slack、MuleSoftに関する新製品紹介 

Ethan Allen
(家具小売業)




