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セールスフォース・ドットコム会社概要

 米国： 1999年創業、2000年4月サービス開始、2004年6月NYSE上場

 日本： 2000年創業、2001年4月サービス開始

 売上高： 22.7億USドル（ 2011年度実績 対前年比38%増)

 有償ご利用中の企業/団体数： 104,000 (2011/7月)

 従業員数： 8,000名【2012/5月）

 拠点： 20カ国、40拠点

創業者 会長兼CEO マ ク ベニオフ 創業者・会長兼CEO： マーク・ベニオフ
（米国大統領IT諮問機関 TechAmerica / CLOUD2委員会 共同議長)

 アジア地域をカバーする最新鋭データセンター（東京DC）が2012年1月より稼働開始
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日本市場におけるビジネス

Fortune世界ランク500社の中の
本企業 社 が採日本企業70社の80%以上が採用

2005年から比較すると
従業員約10倍

Social
従業員約10倍
売上げ約40倍
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日本への投資、東京データセンター開設

日本企業への投資の促進
日本への戦略投資の責任者を任命

2012年1月 新しいデータセンターを日本に開設

Rubyの普及・発展
認定プログラム
イベント開催支援

©Copyright 2000-2012 salesforce.com,inc. All rights reserved.
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日本の中央官庁・公共機関・地方自治体におけるセールスフォースの導入事例

団体名 適用業務

本 政グ プ グ プ全社 業務

団体名 適用業務

行政文書目録管理システム

日本の中央官庁での事例 日本の地方自治体でご利用頂での事例

日本郵政グループ グループ全社で30業務

経済産業省・総務省・
環境省・国土交通省

エコポイント管理システム
（家電・住宅）

神奈川県
行政文書目録管理システム

市民モニター アンケートシステム

滋賀県 出展企業管理システム

資源エネルギー庁・ 経済
産業省

小口需要家節電サポート業務

資源エネルギー庁
高効率エネルギー事業
業務システム

佐賀県 海外拠点支援システム

甲府市 定額給付金管理システム
業務システム

経済産業省
温室効果ガス排出削減量連動型中小
企業グリーン投資促進事業

総務省 国勢調査コールセンター業務

南アルプス市 定額給付金管理システム

須恵町 要援護者見守り活動推進事業システム

静岡県 防災管理シ ム
総務省 協働教育支援システム

総務省 契約統計システム

静岡県 防災管理システム

沖縄県 緊急医療支援システム

独法・公共機関・大学での利用事例
法務省 問い合わせコールセンター業務

三重県 コミュニティ支援システム

防衛省 調達情報一元化システム

団体名 適用業務

日本海事協会 工数・旅費情報システム

独法 公共機関 大学での利用事例

防衛省 調達情報 元化システム

文部科学省
情報セキュリティ

自己点検システム

徳島大学 教員・学生間の情報共有システム

政治団体/政治家事

務所
後援会管理、選挙管理 4



クラウド活用事例クラウド活用事例



BLACKBIRD VINEYARDS

Blackbird Vineyards
2003年設立、カリフォルニア・ナパ、高品質のワインを生産、レストランやホ
テルにプレミアムワインを卸している他輸出にも力を入れている
2007年からSalesforce comを利用 従業員20名

• 営業支援とマーケティング

2007年からSalesforce.comを利用 従業員20名

営業支援とマ ケティング

 消費者直結, 卸脱却, 直接取引, 輸出

IT活用• IT活用

 Salesforce Enterprise Edition CRM, ECサイト, 仮想DM
 新機能活用 – ソーシャル顧客情報

 WEB顧客動向調査 – Radian6 for Salesforce, Siteforce CMS

• 顧客中心の手段顧客中心の手段

– 個別DM やEmailによる直接マーケティング

– ウェブによる予約システムの確立

キャンペーン機能による顧客ナーチャリング– キャンペーン機能による顧客ナーチャリング

Email



有限会社本川牧場有限会社本川牧場

3万頭の牛情報をクラウドで管理
「牛任せ」から「先読み」の酪農経営へ

■現場の誰もが使いやすいように入力画面を改修し、機能を整理
することで、スムーズな活用が可能に

■過去から現在までの情報を関連づけて活用できるようになり、
過去の実績をもとにして経営計画を立てられるようになったこと
で、「待ち」の経営から、数カ月後を見通す「先読み」の経営へ
の大きな転換に成功したの大きな転換に成功した

有限会社 本川牧場
http://www.honkawa.jp/
大分県日田市大字高瀬3898

業種／事業内容：酪農業（牛乳の生産販売、子
牛・肉用牛の育成と販売）

■ 飼料の生産量の調整が可能になったほか、現場の労働が計画的に
なるなど無駄およびコスト削減を実現

酪農経営とITが初めてうまくリンクしたと実感しています この仕組みは 日本

牛・肉用牛の育成と販売）

活用分野：乳牛、肉牛、子牛、種雄牛の繁殖記録、
成長記録、健康記録、出荷情報の管理

酪農経営とITが初めてうまくリンクしたと実感しています。この仕組みは、日本
のすべての酪農農家が活用できるのではないでしょうか

社長 本川角重 氏社長 本川角重 氏

http://www.youtube.com/watch?v=iQH2XNku2T4



震災直後のボランティア関係者間の情報共有にChatterが大活躍
風評被害を受けた茨城･福島産野菜のネット販売にもSalesforce 

• NPO法人 つくばアグリチャレンジ

資料フ イルや写真も添付できるCh tt を活資料ファイルや写真も添付できるChatterを活

用したボランティア管理システムを短期間のう
ちに構築

 リアルタイムな“見える化”された情報共有で リアルタイムな 見える化 された情報共有で
的確な判断が可能に

出荷農家〜販売関係者〜消費者間のコミュニ
ケーション醸成にChatterが活躍

 Salesforceを使って実証実験中の地元農産物
販売用ECサイトのカスタマイズ運用も実施

【活用分野】
震災時のボランティア間の情報共有、

農業関係者と物販関係者、消費者間のコミュニケーションをChatter上で“見える化”するこ
と より迅速 的確な課題解決が可能になりました

震災時 ボラ ティア間 情報共有、
農作物の生産・加工・販売、農業ヘルパー事業

とでより迅速で的確な課題解決が可能になりました
NPO法人「つくばアグリチャレンジ」理事長

五十嵐立青氏
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http://www.youtube.com/watch?v=P2izUtxOnCw



農林漁業の成長支援に向けICTの貢献

「食」や「食を生み出す農林漁村の資源や環境」に関わる様々な主体が新産業の創出・育成や生産者と消費者の
絆を強めるという課題に対して、「1.経営の見える化」「2.顧客との関係の強化」「3.知識の共有とノウハウといった
知恵の伝承」という側面から、農林漁業の成長をご支援する事が可能です。

■ICTサービス内容
・生産者との交流ポータル
・ECによる販売

2.顧客との関係強化

1.経営の見える化 ■ICTサービス内容
組織専用SNS ・配送確認

生産者

・組織専用SNS
・リアルタイム経営分析

農林漁業成長支援
クラウドサービス 一般消費者

収集
配信

農林漁業社

■ICTサービス内容

3.知識共有と知恵の伝承

■ICTサ ビス内容
・情報共有ポータル
・人材マッチング機能

農林漁業
従事者

就業希望者
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セールスフォースの特徴

1 要件があいまいなものでも着手可能1. 要件があいまいなものでも着手可能

2. 数分、数時間単位での設定・変更・修正・追加

3. プロジェクトの遅延・延長がほぼない

4 モバイル対応などの標準的機能は組み込み済み4. モバイル対応などの標準的機能は組み込み済み

5. 専門家による24時間365日の監視状態

6. パフォーマンス、スケーラビリティ

7. 災害に強いインターネットを利用災害 強 を 用

8. 基幹システムとの連携によるフロントシステム



パートナー様との協業モデル

＊当社はパートナー様にプライムコントラクターとしてたって頂き、サブコントラクター
としてプロジェクトを支えるモデルです。

“クラウドは、適正利益が得られる面白いビジネスです。”

1 SIビジネスとしての事故（赤字プロジェクト）が少ない

某SI企業 社長

1. SIビジネスとしての事故（赤字プロジェクト）が少ない

2. トラブル対応がほとんど要らない

3. 要件があいまいなものにも着手可能

4. アジャイル開発による短納期4. アジャイル開発による短納期

5. マーケティングなど新しい領域へのビジネス拡大



ライセンスに含まれている費用

検討コスト 要件定義

調達 ベンダ 選定

Salesforceのライセンス費用には、

下記全ての費用が含まれており、

大幅なTCOと時間を削減します。

一般的にITの導入に必要な要素(費目別)

調達・ベンダー選定

初期費用 ハードウェア費用

ソフトウェア費用

大幅なTCOと時間を削減します。

マルチテナンシーにより
運用費用 運用要員費用

（システム管理者・セキュリティ管理者・DBA）

ハードウェア保守費用 検討コスト

マルチテナンシ により
大幅なTCOと時間を削減

設備費用（スペース/電気/空調/N/W）

ミドルウェア(DB等)OS保守費用

アプリケーション保守費用

初期費用

運用費用

バージョンア

ップ

年3回のバージョンアップ

バージョンアップ関連費用 ( 待機用工数など)

セキュリティ セキュリティ投資

バージョンアップ

その他
セキュリティ セキュリティ投資

24時間/365日の監視体制

パフォーマン

ス

ハードウェア拡張・増設・更改費用

パフ マンス監視 チ ングス パフォーマンス監視・チューニング

災害対策 ディザスターリカバリーサイト （本番同等環境）

リアルタイム多重バックアップ 13


