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Safe Harbor

Safe harbor statement under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995:

This presentation may contain forward-looking statements that involve risks, uncertainties, and assumptions. If any such 

uncertainties materialize or if any of the assumptions proves incorrect, the results of salesforce.com, inc. could differ 

materially from the results expressed or implied by the forward-looking statements we make. All statements other than 

statements of historical fact could be deemed forward-looking, including any projections of product or service availability, 

subscriber growth, earnings, revenues, or other financial items and any statements regarding strategies or plans of 

management for future operations, statements of belief, any statements concerning new, planned, or upgraded services 

or technology developments and customer contracts or use of our services.

The risks and uncertainties referred to above include – but are not limited to – risks associated with developing and 

delivering new functionality for our service, new products and services, our new business model, our past operating 

losses, possible fluctuations in our operating results and rate of growth, interruptions or delays in our Web hosting, breach

of our security measures, the outcome of intellectual property and other litigation, risks associated with possible mergers 
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of our security measures, the outcome of intellectual property and other litigation, risks associated with possible mergers 

and acquisitions, the immature market in which we operate, our relatively limited operating history, our ability to expand, 

retain, and motivate our employees and manage our growth, new releases of our service and successful customer 

deployment, our limited history reselling non-salesforce.com products, and utilization and selling to larger enterprise 

customers. Further information on potential factors that could affect the financial results of salesforce.com, inc. is included 

in our annual report on Form 10-Q for the most recent fiscal quarter ended January 31, 2011. This documents and others 

containing important disclosures are available on the SEC Filings section of the Investor Information section of our Web 

site.

Any unreleased services or features referenced in this or other presentations, press releases or public statements are not 

currently available and may not be delivered on time or at all. Customers who purchase our services should make the 

purchase decisions based upon features that are currently available. Salesforce.com, inc. assumes no obligation and 

does not intend to update these forward-looking statements.

© Copyright 2012 salesforce.com Co.,Ltd.



http://success.salesforce.com/search?type=Idea

http://jp.force.com/
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http://trust.salesforce.com/trust/status/



1999

セールス
フォース
ドットコム
創業

2006

セールスフォース・ドットコムのあゆみ

SaaS
(Software as a Service)

SaaS
(Software as a Service)

PaaS
(Platform as a Service)

PaaS
(Platform as a Service)

＋

Sales Cloud 営業支援

Service Cloud コールセンター

Force.com 開発環境

AppExchange ストア

2010

＋ Social
Enterprise
Social
Enterprise

chatter

RADIAN6

FB連携
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CRM/SFACRM/SFACRM/SFACRM/SFAアプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション 非非非非CRMCRMCRMCRM業務アプリケーション業務アプリケーション業務アプリケーション業務アプリケーション
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お客お客お客お客様様様様(不特定不特定不特定不特定)お客お客お客お客様様様様(特定特定特定特定)代理店代理店代理店代理店様、他企業様、他企業様、他企業様、他企業自社内自社内自社内自社内

パートナーポータルパートナーポータルパートナーポータルパートナーポータル カスタマーポータルカスタマーポータルカスタマーポータルカスタマーポータル

FB連携

Google連携

SITESSITESSITESSITES

セキュリティ基盤セキュリティ基盤セキュリティ基盤セキュリティ基盤
ワークフロー機能ワークフロー機能ワークフロー機能ワークフロー機能
モバイル基盤モバイル基盤モバイル基盤モバイル基盤
監査証跡機能監査証跡機能監査証跡機能監査証跡機能

グローバル対応機能グローバル対応機能グローバル対応機能グローバル対応機能



１．SaaSとしてのＣＲＭ

Ｃ：お客様との

Ｒ：パイプを

Ｍ：太くする
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Ｍ：太くする

ことで売上を増加させる仕掛けを

豊富に持っています。



ＫＰＩＫＰＩＫＰＩＫＰＩ

マーケティング部 顧客情報獲得％ 見込み顧客 = WEB訪問人数×顧客情報獲得％

電話営業部 商談化％ 商談 = 見込み顧客×商談化％

営業部 クロージング％ 契約 = 商談×クロージング％

各部門が個別のＫＰＩを最大化することで
売上が増加する

6

導入部門 満足度％ 導入 = 契約×満足度％

サポート部 契約更新％ サポート = 導入×契約更新％

＝＞次回購入までにファンになってもらい、ぐるっと回る

※ 多くの会社でＣＲＭだとか件名管理だとか呼んでいるシステムは、契約成立した後の管理

になっているため売上増加にはなんら貢献しません。

※ 顧客に興味を持っていない会社にはＣＲＭは運用出来ません。



Ｓａｌｅｓｆｏｒｃの導入効果Ｓａｌｅｓｆｏｒｃの導入効果Ｓａｌｅｓｆｏｒｃの導入効果Ｓａｌｅｓｆｏｒｃの導入効果

日本企業で調査したところ平均的に次のような効果が出ています（一例）

・見積後の受注率 １５％→３０％ ＜活動漏れ減少、受身から能動＞

・売上増加 ２０％ ＜営業自らが自主的に活動、モバイルによる効率化＞

我々は原則年間契約ですので、売上があがらなければ契約解除されるというビジネス形

態になっています。高価な機器やソフトを売って検収してもらえれば終わりという「後はの

となれ」ビジネスとは大きく違います。
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となれ」ビジネスとは大きく違います。

つまり、お客様も我々も「売上を増加させる」という共通の目標を持って運用し運用サ

ポートをすることでＷｉｎ－Ｗｉｎの関係になる事が出来ます。



２．ＰaaSとしてのforce.com

CRMのアプリケーションを作っていた基

盤を2006年に解放しどんなアプリケー

ションでも作成出来るようになりました。
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多少大きな業務設計ではER図を書く事

が当たり前です。つまりDOAで開発する

のには最適な基盤です。



一般的なクラウドサービス
・キーバリュー型データストア

楽天、Google、mixi、Amazon
・シングルテナント型ＲＤＢＭＳ

ＭＳ Ａｚｕｒｅ、Ａｍａｚｏｎ
・ベアボーンの安いサーバを大量に使用

Ｇｏｏｇｌｅ

マルチテナント型のＲＤＢＭＳマルチテナント型のＲＤＢＭＳマルチテナント型のＲＤＢＭＳマルチテナント型のＲＤＢＭＳ

9

Ｇｏｏｇｌｅ

セールスフォース
・マルチテナント型ＲＤＢＭＳ

プログラムは１つしか動いていない。全員が共有
・Ｏｒａｃｌｅ Ｒａｃ
・エンタープライズ向けの高信頼性サーバ
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3．ソーシャルエンタープライズ

TwitterやFacebookなどソーシャルネットワー
クの情報を、企業活動に生かそうという仕掛け

１．お客様とのパイプを太くするために使う
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１．お客様とのパイプを太くするために使う
２．近未来の情報を先取りする



ミッションクリティカルな基幹システムは昔も

今も一番重要です。でもそこから抽出した

データは過去の物です。経営判断に必要な

のは近未来の情報でしょう。過去から推測す

るだけでなく、積極的に「フロントエンドシステ

ム」として様々な情報を経営に生かそうという
提案です。
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「ソーシャルエンタープライズソーシャルエンタープライズソーシャルエンタープライズソーシャルエンタープライズ」という言葉は

セールスフォースの造語ですが、きっとポ

ピュラーな言葉になりますので覚えておいて
下さいね。



以上です以上です以上です以上です
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以上です以上です以上です以上です


