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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
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⾃⼰紹介

村井 ⽂華(むらい ふみか）

三菱電機株式会社 FAシステム業務部 グローバルSCM・ITグループ 専任

2018年経験者採⽤にて⼊社。
前職はメーカー系物流会社に勤務。親会社(家電メーカー）へ駐在した経験から
「ものづくり」をしている側で働きたいと思い、転職を決意。

2019年秋よりFAシステム部⾨全体のCRM(Salesforce)システム企画を担当。
最初はあれ︖物流担当で⼊社したはず‥とも思ったが、最近はシステム企画
の⾯⽩さ・難しさを実感する⽇々。
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事業概要

三菱電機では様々な事業を展開、FAシステム事業はものづくりを中⼼とした産業に貢献

FAシステム



5
© Mitsubishi Electric Corporation

背景︓事業環境の変化に応じたビジネス拡⼤と営業活動の効率化・効率最⼤化に向けCRMを導⼊
⽅針︓お客様に関わる全ての情報をCRM(Salesforce)へ蓄積し、営業活動へ活⽤
利⽤状況︓主要拠点への展開は概ね完了。現在は主に利便性向上のための機能改修や追加機能の検討を実施

グローバルでの
顧客情報統合

ビジネス⾯の要求

システム⾯の要求

対象 ビジネス⾯からの要求

⽇本
中国
韓国
ASEAN
北南⽶
欧州

§ 市場変化に対応した俊敏な営業判断
§ 重要顧客のグローバル横串での情報管
理

§ 各地域のお客様情報のタイムリーな共
有

§ 他拠点の商談状況を⾒える化し、情報
有効活⽤
(販社内チャネル間の情報共有/連携)

§ 事務処理マニュアルワークIT化/効率化
§ 各国の成功/失敗事例共有による営業マ
ンのスキル向上

対象 IT⾯からの要求

⽇本
中国
韓国
ASEAN
北南⽶
欧州

§ グローバルのITガバナンス強化
§ 新機能追加が容易な新システム
§ 各国ERPとの容易にIF可能な新システム
§ システム開発の国別対応により発⽣する
重複コストの削減

§ 各販社のシステムリソースの不⾜に対応
§ 社外との安全な情報連携環境の構築

CRM(Salesforce)

§グローバルで共通のCRMの仕組みを導⼊し、複数地域間での情報共有
/連携を促進

CRM基盤
(営業/マーケティング/コールセンター/Web)

需要の変化への対応

新市場需要の
刈取り

グローバル
サポート体制の

充実化

グローバル対応の
製品開発

お客様の動きを
的確に捉えた
ビジネス拡⼤

営業活動の
効率化・効果
最⼤化

韓国

事業部

コールセンター

マーケティング

欧州

中国

北南⽶
ASEAN

各場所（ローカル）の営業管理強化

グローバル事業管理・営業管理強化

グループ全体のシステム開発費圧縮

CRM(Salesforce)の導⼊背景、⽅針および利⽤状況
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検討中

Sales cloud

Pardot

Service cloud

Sales cloud

Experience 
cloud

顧客

Sales cloud

Sales cloud

Sansan

Sansan

Sansan
SVF

SVF

SVF Choice
RESERVE MA plus

MA plus

CRM(Salesforce)の展開⽅針・利⽤状況

Salesforce連携アプリの位置づけ︓ニーズを満たし、かつ開発不要のとても便利でお⼿軽なツール︕
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利⽤アプリ その1︓ Sansan

名刺は個⼈保管
・名刺を探すのが⼿間
・実は近くの部署(・⼈)と

やりとりがあったなんてことも‥‥

・そもそもデータベースが無い
・⼿⼊⼒での登録は⾯倒
・異動や退職でいつの間にか古新聞に

Sansanを活⽤し名刺情報をシェア
・検索がカンタン

(いつ誰が登録したかも分かる︕）
・社内の誰が相⼿先の誰とどんな打合せ

をしたか⼿軽に調べられる。

Sansanを活⽤しスキャナで
読み取り(⼿⼊⼒不要︕）
・他部署で新しい名刺を取り込んだら

情報が更新される。

導⼊前
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利⽤アプリ その1︓ Sansan

Sansan︓名刺管理ツール
ミーティングや展⽰会等で交換した名刺を取りこみ、名刺情報をSalesforceへ登録︕

導⼊してよかったこと︓
・⼿⼊⼒の⼿間、ナシ。
・⼊⼒ミス、ナシ。
・グローバル検索機能で簡単に
知りたい情報に辿り着く︕
⇒名刺を1枚ずつめくらなくてよい︕

具体的には…
・本社・各⽀社にスキャナを配置
(⼯場にも⼀部設置）

・原則、営業部⾨は全員利⽤可能︕
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利⽤アプリ その1︓ Sansan

名刺は個⼈保管
・名刺を探すのが⼿間
・実は近くの部署(・⼈)と

やりとりがあったなんてことも‥‥

・そもそもデータベースが無い
・⼿⼊⼒での登録は⾯倒
・異動や退職でいつの間にか古新聞に

Sansanを活⽤し名刺情報をシェア
・検索がカンタン

(いつ誰が登録したかも分かる︕）
・社内の誰が相⼿先の誰とどんな打合せ

をしたか⼿軽に調べられる。

・Sansanを活⽤しスキャナで
読み取り(⼿⼊⼒不要︕）
・他部署で新しい名刺を取り込んだら

情報が更新される。

導⼊後



10
© Mitsubishi Electric Corporation

利⽤アプリ その2︓ SVF Cloud for Salesforce

来客履歴が残っていない
・前回と同じ説明をしてしまった…
・踏み込んだ提案や説明が

できなかった…

メールや電話による都度確認
・⾒落とし・漏れ
・来客資料のマニュアル作成

Salesforce上での情報共有
・Chatterでフォローしあえる︕
・来客資料は出⼒するのみ

⇒PCを持っていない
関係者へも展開可能︕

来客履歴をカンタンに検索︕
・説明内容の重複を防げる
・お客様のニーズに刺さる

ご案内

導⼊前
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利⽤アプリ その2︓ SVF Cloud for Salesforce

SVF︓帳票出⼒ツール
・来客者情報をSalesforceユーザではない⼯場関係者(現場、守衛など）にも共有する。
・顧客の主たる情報を帳票形式(Excel)にて出⼒し、画⾯遷移することなく確認する。

具体的には…
・国内⽀社や海外営業が代理店や海外販社から依頼
を受け起票
・⼯場窓⼝はsalesforceの登録情報を確認し、受⼊
準備を順次進める
・最終版は帳票出⼒し関係者にも共有

導⼊してよかったこと︓
・Salesforce上で関係者で共有でき、業務効率化に︕
・情報が正確に伝わったか明確
・Chatterを活⽤し、担当者間で気軽に確認しあえる︕

・来客者(企業名、⽒名など)情報 ・訪問⽇時、タイムスケジュール
・視察ライン、来訪の⽬的 ・資料や備品(お茶など）の準備状況
・受⼊担当者、営業部⾨が同⾏する場合担当者の情報 etc..
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利⽤アプリ その2︓ SVF Cloud for Salesforce

来客履歴が残っていない
・前回と同じ説明をしてしまった…
・踏み込んだ提案や説明が

できなかった…

メールや電話による都度確認
・⾒落とし・漏れ
・来客資料のマニュアル作成

Salesforce上での情報共有
・Chatterでフォローしあえる︕
・来客資料は出⼒するのみ

⇒PCを持っていない
関係者へも展開可能︕

来客履歴をカンタンに検索︕
・説明内容の重複を防げる
・お客様のニーズに刺さる

ご案内

導⼊後
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利⽤アプリ その3︓ Choice RESERVE 予約連携

Choice RESERVE︓予約管理アプリ
・営業担当が顧客のFAソリューションセンター⾒学予約を⾏い、
訪問履歴をSalesforceに蓄積。

導⼊してよかったこと︓
・ユーザはSalesforceの中で登録作業を完結するため
違和感がない

・センターの開設に間に合った︕

具体的には…
・SalesforceにChoice RESERVEの画⾯を埋め込み、
ユーザはsalesforceで登録している感覚に。
・登録内容はSalesforceの顧客情報できるため、
おのずとデータが蓄積



AppExchange

信頼できるマーケットプレイス

実績のあるアプリ活用して、ビジネス上の課題を解決し、継続的な
成功を収めましょう。

Salesforceのパワーを拡張する
6,700以上あるアプリやエキスパートからあなたに最適なものを選
び、組織全体にCustomer360を浸透させるのに役立てましょう。

構築済みでカスタマイズ可能
ビジネスニーズに合わせてカスタマイズ可能な構築済みアプリで、
成果をすばやく得ることができます。

最適なアプリが見つかる

あなたへのおすすめと厳選されたコレクションで、最適なアプリと
エキスパートを見つけましょう

世界最大級のビジネスSaaSアプリのマーケットプレイス

900万+
インストール

91%
のSalesforce顧客
はAppExchange

を利用



Trailblazersから信頼される実績のあるアプリ

100%

Fortune100
全企業が

AppExchangeアプリ
を使用

100%
AppExchange 

カスタマーレビュー

11万+

事業規模やニーズに関係なく、自信を持ってビジネス上の課題を解決しましょう



あなたに最適なアプリが
簡単に見つかる

インテリジェントなおすすめ機能

検索、インストール履歴などに基づいて、パーソナラ
イズされたおすすめアプリをお楽しみください

厳選されたコレクションページ

製品、業界、ユースケース、および関連トピックごと
に30以上のアプリコレクションページを探索できます

App Guides
様々な企業に共通するビジネス課題の解決に役立つ、
と推奨されたアプリに絞って掲載しています



AppExchangeをもっと知ってみる

1分でアプリの4つの特徴がわかる動画を
Youtubeチャンネルで掲載しています。

パートナーが提供している様々な無償
アプリや無料のSalesforce Labsを見るこ

とができます。

Salesforce上での機能拡張や定着化にお
ける、お役立ちアプリを掲載しています
。Salesforceを使い始めて間もない方に

オススメです。

1分でわかるアプリ紹介まずは無償アプリから サクセスナビ

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8PorHNw8245OIkwd3sbiIdsKG3JUf6x_
https://appexchangejp.salesforce.com/free
https://successjp.salesforce.com/tag/AppExchange


App Guides: オススメアプリのガイドブック

https://appexchangejp.salesforce.com/mktcollections/curated/App_Guides_jp


App Guides: オススメアプリのガイドブック(海外アプリ)

https://appexchange.salesforce.com/appxstore?type=Content&filter=a0L3A00000U6jDuUAJ





