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2020年5⽉
Salesforce が主要株主
投資部⾨であるSalesforce Venturesが出資

会社概要

2021年4⽉
「Robotic Crowd for 

Salesforce
AppExchange」

提供開始



Robotic Crowd for Salesforce AppExchange

Salesforce

例えば…
Salesforce にリードが登録されたタイミングで、取引先
情報を検索し、Salesforce に反映することができます。



RPA

l ボタンや⼊⼒項⽬などの
操作対象を認識する

l キーボードやマウスを操作する

l 条件分岐や繰り返しを制御する機
能などが備わっています

反復作業
記憶

⾃動化

RPAとは

「Robotic Process Automation」の略

反復作業の操作⼿順をロボットに記憶。業務を⾃動化するテクノロジー



RPAとは

RPAは、⾃動化できるノーコードツールとして登場しました

ノーコードなのでエンジニア不要01
現業務をコピーするので要件定義 ほぼ不要02

もちろん新規開発不要03



RPAに適した業務

便利なのはわかるけど…
どんな業務が

向いてるかわからない

プロセス
短い

作業頻度
⾼い

ルール
明確

例外発⽣
低い

インプット
電⼦的

システム変更
無し

具体的には Salesforce の運⽤で…
l リード情報に業種や代表者名が⼊っていない
l 外部から取得したデータの⼊⼒が⾯倒
l 外部メディアに登録されたリード情報を連携

する必要がある



WEB上の情報収集

Robotic Crowdとは
Robotic Crowdは 各種システム間のデータを連携できるサービスです

Salesforce

⾵評チェック

ECサイト業務

レポーティング業務

リアルタイム通知

システム間データ連携



Robotic Crowdの強み

クラウドだからこそ、いつでも・どこで
もRPA環境にアクセスして、実⾏・監視
・保守が可能のため⾃社運⽤への切り替
えも容易です。

円滑な
運⽤の実現

Robotic Crowdは当社による開発のため、
貴社から要望のあった機能開発に対して
柔軟に対応が可能です。

要件に併せた
開発対応

画⾯内のチャットから質問頂ければ即座
に回答致します。貴社の RPA構築及び運
⽤代⾏まで⼀貫してサポートする体制が
あります。

5分で回答する
サポート



反社チェック業務の⾃動化事例

導⼊前の課題
l 契約締結前のチェック

を義務付けていたが、
チェック漏れに気づか
ず契約し、後⽇発覚

l 年に⼀度、全取引先の
再チェックが必要だが、
かなりの時間と⼈⼿を
要していた

l 新規顧客登録をトリガーに反社チェックを実施す
ることが出来た為、抜け漏れを防ぐことが出来た

l 検索から結果の顧客管理ツールへの登録まで⾃動
化したことで、取引可否の最終判断のみ⾏えば良
くなり作業負担が10分の1以下に

Salesforce

導⼊後の効果

Google



リード情報の連携

導⼊前の課題
l 資料請求いただいたお

客様の情報を⼿⼊⼒で
作業していた

l ⼊⼒に時間がかかり、
こちらからアプローチ
するのが数⽇後になり、
商談機会を逃していた

l お客様に⼊⼒いただいた情報をSalesforceに
⾃動⼊⼒し反映

l メールやSlackで通知することで、担当者はす
ぐにお客様にアプローチすることが可能

導⼊後の効果

Salesforce



ウォンテッドリーは、
『シゴトでココロオドルひとをふやす』ために、
はたらくすべての⼈が共感を通じて
「であい」「つながり」「つながりを深める」ための
ビジネスSNS「Wantedly」を提供しています。

Wantedly様のご紹介

⼤学卒業後、SIer、コンサルティングファームを経て、2018年3⽉より現職。
Digital Integration/Customer Devlopment組織の責任者を兼任。

組織、業務フロー、業務システムの構築を通貫して⾏うことが主なミッション。

震明 徹也 Tetsuya Shimmei



会社概要

© 2021 Wantedly, inc.

Wantedly, Inc.
ウォンテッドリー株式会社

本社
東京都港区白金台5-12-7 MG白金台ビル4F

設立
2010年5月

社員
110人

CEO
仲暁子



ミッション・主要提供サービス

© 2021 Wantedly, inc.

シゴトでココロオドル
ひとをふやす

つながり管理アプリ

会社訪問サービス

私達のミッションは「シゴトでココロオドルひとをふやす」です。
そのために、共感軸での出会いの創造（ Visit ）、
つながりの構築（ People ）をワンストップで提供するビジネス
SNS、Wantedlyを提供しています。

平均寿命が100年を突破していくこれからの時代に、
1人でも多くの人がワクワクしたり、熱中してシゴトと向き合える
ような世界を実現するために、
Wantedlyは「はたらくすべての人のインフラ」を
国境を越えて作っていきます。



広告運用実績レポーティング｜活用事例１

© 2021 Wantedly, inc.

前提情報

● Wantedlyでは SNS広告出稿オプションを販売しています

課題

● レポート作成作業が膨大に

https://www.wantedly.com/enterprise_options/fbad


© 2021 Wantedly, inc.

SNS 広告管理画面 Google Sheets

Google Data 
Portal

Salesforce
商談商品

解決策

● 販売した「SNS広告出稿オプション」の運用実績を各媒体の管理画面から Robotic Crowd で自動取得

● 取得した実績データを Google Sheets に吐き出し、Google Data Portal へ接続し、顧客に広告の実績を連携

● また、これらの実績データを受注時に作成した Salesforce の商談商品レコードと紐づけることで、受注データと
購入オプションの結果（≒顧客満足度）を紐づけることも可能

広告運用実績レポーティング｜活用事例１



© 2021 Wantedly, inc.

前提情報

● Wantedlyでは、業務委託やツール購入などを行う際、取引先の反社会的チェックをおこないます

課題

● 各社員がそれぞれチェックを行なっていたため、作業工数がかかる

● 人的ミスの発生も

取引先反社チェック｜活用事例２



© 2021 Wantedly, inc.

取引先登録

Robotic Crowd Dow Jones

調査

結果登録

起動

記事

取引先反社チェック｜活用事例２

解決策

● 各社員が新しいツールを購入する時、稟議と共に提供元企業の会社名を専用フォームに入力

● Robotic Crowd が入力された会社名などを Dow Jones で検索

● 検索結果を、社内システムに登録、稟議と紐づける

● 社員はフォームに入力するだけで、反社チェックの結果も同時に提出できる



お問い合わせ
ご不明点・ご質問等あれば、電話またはサイト内の
お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡下さい。

03-5614-0090 （平⽇ 9:30〜18:30）
https://www.roboticcrowd.com/

最後までご静聴いただきありがとうございました

http://www.roboticcrowd.com/

