
新製品ロイヤルティマネジメントを通
じて顧客戦略を進化させる



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



ロイヤルティ戦略をとりまく状況

プライバシーと
消費者の広告嫌い

顧客の
愛着行動の変化

マーケターの
収益説明責任

1st Partyのデータ獲得のため
どのように接点を持つか

購買がゴールではなく
推奨者をいかに増やすか

収益に対する
説明責任の拡大

顧客・企業にとって意味のあるプログラムを展開するためには



ロイヤルティ＝ポイントプログラムの誤解

参考文献：村上勝利 . なぜあの店でもう一度買いたいのか . 日経BP

会員プログラム ポイントプログラム ロイヤルティプログラム

内容 データ取得と
情報発信

ポイント付与・還元による
購買促進

ブランドとの関係性に応じた
優良顧客の認識と行動促進

情報提供 会員全体に向けた
一律情報発信

会員全体に向けた一律情報発信
（残高情報など）

※共通ポイントを利用している
場合には自社から直接配信できない

会員ランク・購買履歴に
基づいた情報発信と対応

（One to Oneコミュニケーション）

特典 なし 購買に対する
ポイント付与・消費

会員ランクに応じた
特典の設計（ポイントを含む）

顧客体験 全顧客に一律 全顧客に一律 会員ランクに応じる

効果 顧客認識
効率的な広告配信

販促（値下げ）による
購買促進

優良顧客の育成・離反防止
囲い込み

階層分類と階層ごとの特典・体験に応じて顧客対応を分類、区分した対応を行うことで優良顧客との繋がりを育成



顧客の価値観は一つではない



上級顧客だから特典の量が大事　という幻想

非会員

上級会員

一般会員

ステータス・特
典

多くのロイヤルティプログラム：
・　肥大で不要な特典
・　企業都合のルール
・　機械的なポイント残高通知

「上級顧客だから、上質な体験を」という One Big Size Fits Allの限界

  →　本来はデータに基づく体験を提供できるはずだが・・・



アクティブなエンゲージメントを促進し、安定的な収益基盤を構築する

プログラムは常に行動を促進するためのもの

非会員

上級会員

一般会員

ステータス・特
典

何を与えるかではなく

あるべきロイヤルティプログラム：
・　顧客に意味のある特典
・　行動を促進するための報酬
・　意味のあるコミュニケーション

どう顧客の背中を押すか

多くのロイヤルティプログラム：
・　肥大で不要な特典
・　企業都合のルール
・　機械的なポイント残高通知



ロイヤルティ戦略をアップデートするための３つの指針

意味のある行動を促進するプ
ログラムの設計

一貫した体験のために
ロイヤルティを

全社的な取り組みに

統合的な分析に基づく
プログラムの持続的進化



意味のある行動を促進するプログラムの設計

階層

ペルソナに応じた
階層の設置

意味のある特典と
プロモーションの併

用

体験

購買以外の行動
促進

ポイント獲得 ポイント消費

マネタリーだけの
シンプルな3階層

・　20代向け
・　継続期間
・　シャドーの階層

・　電話対応SLA
・　クレーム特別対応
・　上級会員向けの特別
な対応メンバー

不要な体験特典
名ばかりの特別感

・　SNS投稿
・　特定の商品・期間
・　SDGs

・　期間限定
・　条件型
・　パートナー利用

とにかく買い物
（ただし自社指定）

購買に利用
（ただし自社指定）

ポイント利用
シーンの拡大

今まで

これから

視点

戦略的意図を素早くプログラムに反映。収益と顧客の”行動”を促進する体験の設計



ロイヤルティを全社的な取り組みに

App &
Message

コマース
店頭

コンタクト
センター Social

ロイヤルティに応じた対応を組織横断的に展開することで、体験の一貫性を提供

プログラム



統合的な分析に基づくプログラムの持続的進化

全体および階層ごとの
エンゲージメント状況を把握。

休眠・インアクティブの
ターゲットを把握し

プロモーションを実行

プログラム離れの検知 未知なる負債への対応 ROIの追求

平均14のプログラムに参加しているが、
３−４のプログラムにしかエンゲージされて

いない

世界では・・
総額1000億ドル以上の

ポイント引当金

ロイヤルティプログラムの
ビジネス成果の不透明性課題

指針 顧客ニーズに応じて
商品やパートナー連携による
利用促進プログラムの実施

CSAT・NPSとロイヤルティ会員のエン
ゲージメントの紐付き

キャンペーンによるアクティブ状況など
多面的なKPIを追跡・分析



新しいロイヤルティマネジメントの登場

意味のある行動を促進するプログラムの設計

ノーコードで柔軟に設定可能なプログラム管理機能

一貫した体験のためにロイヤルティを全社的な取り組みに

C360上に構築されたアプリケーションで統合的な連携を実現

統合的な分析に基づくプログラムの持続的進化

標準で準備されているプログラム分析とAI




