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アプリとエキスパートによる
ビジネス課題解決のご支援
自社のデジタルトランスフォーメーションを推進させ
る中で、ビジネス上においてさまざまな課題が出てき
ます。世界で最も信頼されているエンタープライズ向
けクラウドマーケットプレイス“AppExchange”では、
お客さまの課題解決のために、イノベーションを起こ
し、スピーディーに価値提供し、期待を超える結果を
出すためのご支援をするアプリや、エキスパート（業
界・製品を理解している認定コンサルタント）を見つ
けることができます。

本アプリケーション・ガイドでは、信頼と実績があり、
すぐに使えるカスタマイズ可能なアプリを課題・業務
別に一部抜粋してご紹介いたします。どのような課題
であっても、AppExchangeはお客様に最適なソリュ
ーションを見つけるお手伝いをし、Salesforceの魅力
をさらに引き出します。
Salesforceと連携できるアプリを最大限活用するこ
とで、皆さまのDX促進およびビジネス強化をご支援
します。



自社の業務課題を解決する

アプリの見つけ方
導入のための準備をする

• 解決したい課題を明確にする
• スケジュール感を明確にする
• 予算を確保する

1
アプリを調べる

•  アプリガイドに目を通す
•  AppExchangeで検索してみる  

(キーワード検索やカテゴリーで絞る)
•  AppExchangeのレビューやアプリの概要を 
参考にし、製品トライアルをしてみる

2
購買プロセスを進める

• 社内の必要なメンバーを巻き込む
•  アプリ提供元にコンタクトし、  
価格や機能の比較をする

• アプリをインストールする

3



顧客接点改革、
顧客のデジタル体験



【 Sitecore Connect™ for Salesforce Marketing Cloud - Web CMS
  Sitecore Connect™ for Salesforce Marketing Cloud – DAM】
Salesforceと共同開発したコネクタは、SitecoreのWeb CMS
やデジタル資産管理製品とMarketing Cloudを統合。Web 
CMSコネクタは、CMS格納コンテンツやプロファイルをEmail 
Studio、Journey Builder等からアクセスできます。DAMコネ
クタは、Sitecore DAMのアセットをMarketing Cloudに簡単・
シームレスに挿入できます。
（提供元：サイトコア株式会社）

【 PHONE APPLI LINER】
SalesforceとLINE、SalesforceとSMSをつなぎ、One to One
コミュニケーションを実現するマルチSNSアダプタです。
Salesforceに蓄積されたデータを活用し、顧客が欲しい情報を
欲しいタイミングでお届けすることで顧客とのエンゲージメント
を高めます。メール配信をしてはいるものの開封率が上がらない、
開封してもその後のアクションにつながらないといったお悩み、メー
ル、電話、対面以外の新しい顧客接点を作りたいといった課題
を解決します。
（提供元：株式会社PHONE APPLI）

【 Media SMS for Salesforce】
「Media SMS（メディアSMS）」の送信機能を使って、SMSを
Salesforce画面上から最適なタイミングで顧客に配信できます。
これにより、Salesforceの他の活動情報、顧客情報と合わせて
送信情報や結果を一元管理することができるようになります。本
製品は、SMSの最大の特長である高い到達率を生かし、企業
と顧客の接点の最大化を実現します。
（提供元：株式会社メディア4u）

【 1Roll for Salesforce】
営業プロセスを革新する動画配信マーケティングツール。1,000
種類のテンプレートでリード獲得を目的としたウェビナーや、顧
客育成、商談創出を目的とした動画コンテンツまで簡単スピー
ド制作。Salesforce連携で顧客別の視聴動向を把握した営業
アプローチや、PardotやMarketing Cloudと連携したスコアリ
ング、オートメーションにより非対面での営業・マーケティング
活動を強力に支援します。
（提供元：株式会社フレイ・スリー）

★各アプリのロゴをクリックするとアプリの詳細ページをご覧いただけます。

https://www.sitecore.com/ja-jp
https://phoneappli.net/product/service/salesforce/
https://media-sms.net/
https://hurray3.com/
https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000EJzpTUAT
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000G0yQgUAJ
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3u00000ONz72EAD
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FMki7UAD


【 COTOHA Chat&FAQ Connector for Saleforce】
COTOHA Chat & FAQ®とSalesforceを連携するアプリケーショ
ン。Chat & FAQ®は高精度ChatBot対応や有人エスカレーショ
ン、AI翻訳による多言語対応が可能です。このアプリケーショ
ンにより、COTOHA Chat & FAQ®でのオペレータの応対履歴
のSalesforce連携やSalesforce上のFAQ自動同期によるChat 
& FAQ®のAI回答精度向上を実現します。
（提供元：エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社）

【 ChatPlus】
チャットプラスは、月額1500円から利用できる、AIチャットボッ
トツールです。チャットプラスは安価なだけでなく、世界ではじ
めて選択肢型のチャットボットを開発し、中小企業から大企業
まで、11000社以上にチャットボットを提供し、業界をリードし
続けるチャットボットのパイオニア企業です。Salesforce連携を
活用すると、Salesforceの内容をチャットプラス上で表示したり、
チャットの内容をSalesforceと連動させることができるので、顧
客対応の幅が広がります。
（提供元：チャットプラス株式会社）

★各アプリのロゴをクリックするとアプリの詳細ページをご覧いただけます。

【 ソアスク】
サブスクビジネス専門の「販売管理」「購買管理」「契約管理」
機能をクラウドで提供するサブスクリプション管理サービスです。
営業＆バックオフィスの業務プロセスを自動化・見える化し「柔
軟な料金プランの管理」「スピーディな請求処理」「収益の可視化」
「契約状況＆利用状況の可視化」を可能にします。ソアスクは、
カスタマーサクセスに欠かせない機能が充実し、貴社のサブス
クビジネスの成長を支援します。
（提供元：株式会社オプロ ）

R : 84
G : 194
B : 240

K : 65

【Growwwing】
契約締結後のお客様へのフォローは出来ていますか？
Growwwingは、サブスクリプションビジネスにおける「LTVの
最大化」を実現するためのカスタマーサクセス活動を管理・支
援します。低コストで、スムーズかつスピーディに導入でき、蓄
積された顧客データに基づいた最適なアクションを通じて貴社サー
ビス導入後の顧客のサクセス活動に必要なPDCAを実現します。
（提供元：株式会社ユニリタ）

【 ChatBook】
顧客を自動で連れてくるチャットボット “ChatBook”。24時間、
Web/SNS上で動作するボットで顧客対応を行い、リード獲得
から顧客化までをトータルにサポートします。獲得したリード･
会話情報はSalesforceに自動で登録され、事前にニーズを把握
したうえで効果的な商談を行えます。
（提供元：株式会社チャットブック）

https://www.ntt.com/index.html
https://chatplus.jp/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3u00000OO3cjEAD
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FAARRUA5
https://www.opro.net/index.html
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FYg2XUAT
https://www.growwwing.jp/index.html
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3u00000MBdbVEAT
https://chatbook.ai/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FHCboUAH


営業&サービス改革



【 Alarmbox】
Salesforceで取引先の情報収集・一元管理。取引先を登録し
ておくだけで、取引先の情報を毎日チェック、変化があればい
ち早くお知らせするサービスです。収集する情報は、取引先が
発信した情報はもちろん、ニュースサイトや専門メディア、SNS
や口コミサイトの情報などネット情報を幅広く収集、タイムリー
にお知らせします。販売先からの未回収の防止、仕入先からの
安定供給の実現、見込み顧客の状況確認などのアクションを支
援します。
（提供元：アラームボックス株式会社）

【 ホットプロファイル for Salesforce】
「ホットプロファイル for Salesforce」はホットプロファイル上の
活用できる顧客データベースをSalesforceに自動連携するアプ
リです。これまで手入力で行っていた取引先責任者/取引先の
入力作業をゼロにし、営業担当者の生産性を高めます。また、
これまで眠っていた顧客接点を組織全体で可視化することで、
競争優位性を高めていけます。
（提供元：株式会社ハンモック）

★各アプリのロゴをクリックするとアプリの詳細ページをご覧いただけます。

【 CREATIVE SURVEY for Salesforce】
～「ビジネスを強くする」Salesforceと連携した次世代型アンケー
ト・ヒアリングツール～『CREATIVE SURVEY for Salesforce』
は使いやすく自由度の高いデザイン、デバイス対応など時代に応
じた先進性、高いサポート・セキュリティ体制、今までのアンケー
トが抱える課題を払拭します。Salesforce上から顧客にアンケー
トを配信。回答データは直接連携、他の活動情報と合わせ一
元管理OK。お客様の状態をチームで共有、ビジネスチャンスに
瞬時に対応できます。
（提供元：クリエイティブサーベイ株式会社）

【 Cariot】
クルマとSalesforceをつなげ、走行の履歴情報を「見える化」、 
車両管理における「コンプライアンス強化」「安全性向上」「コ
スト削減」「業務の効率化」のお手伝いするリアルタイム車両管
理アプリです。
（提供元：株式会社フレクト）

https://alarmbox.co.jp
https://www.hammock.jp/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FAAvCUAX
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3u00000ONSlDEAX
https://jp.creativesurvey.com/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FMiETUA1
https://www.flect.co.jp/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000DvIBmUAN


★各アプリのロゴをクリックするとアプリの詳細ページをご覧いただけます。

【 Sansan】
データ統合から、マーケティングを加速する。Sansanの
Salesforce連携。名刺のスキャン、オンライン名刺の登録をす
るだけで、すべての出会いを企業の資産に変える、精度99.9％
の「AI名刺管理」。Sansanの名刺情報をSalesforceに正しく
連携し、情報の正規化、リッチ化を行うことにより「さらに使え
るデータに進化」。名刺をはじめとしたあらゆる「顧客データ」
を連携することで､働き方を変え、企業の成長を後押しします。
（提供元：Sansan株式会社）

【 OnlineProfile】
Salesforceユーザーのためのオンライン名刺交換ツール「Online 
Profile」は、Salesforce一体型名刺管理ソリューション
「SmartVisca」を提供しているサンブリッジが新たに開発した
ツールです。コロナ禍でこれまで当たり前だった紙の名刺交換
が出来なくなることで商談相手の部署・役職等の情報を把握し
にくくなり、顧客管理・商談管理が不十分となってしまいます。
「Online Profile」はオンライン上での営業活動を円滑に進め
たいSalesforceユーザーのために開発されました。
（提供元：株式会社サンブリッジ）

【 SmartVisca】
名刺情報を正確にデジタル化し、Salesforce上での名刺管理の
実現に加え、リードや取引先責任者へのコンタクト情報のスムー
ズな連携を実現するSalesforceを活用するためのクラウド名刺
デジタル化サービスです。
（提供元：株式会社サンブリッジ）

【 UPWARD】
UPWARDは、Salesforce上の取引先や商談データなどを位置
情報と連携することで、営業活動の生産性を高めます。営業の
現場からスマホやタブレットを使って、数タップで活動データを
登録・編集でき、営業に関わる様 な々行動をとことん「かんたん化」
「自動化」します。
■ オススメの業種：製造業・卸売業・金融業・情報通信業・
サービス業など
（提供元：UPWARD株式会社）

https://jp.corp-sansan.com/
https://www.sunbridge.com
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FeF3OUAV
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3u00000OMZPrEAP
https://www.sunbridge.com
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3000000B5aquEAB
https://upward.jp/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N30000009wvDNEAY


【 DocuSign eSignature for Salesforce】
多くの組織・団体は、Salesforce を利用して CRM（顧客関係
管理）を刷新しています。しかし、ほとんどの企業では、契約
書の準備、署名・捺印、実行、管理といったプロセスはマニュ
アルで行われており、それぞれが切り離された状態になっていま
す。しかし、ドキュサインで契約プロセスを自動化し、各プロセ
スを接続させることで、プロセスを短縮し、コストを削減、さら
に顧客体験を向上させることができます。
（提供元：ドキュサイン・ジャパン株式会社）

【 クラウドサインSalesforce版】
弁護士ドットコムが運営する契約書の作成から締結、保管を
Web上で行うことができる電子契約サービス「クラウドサイン」 
を、Salesforceに対応させたアプリです。
（提供元：株式会社テラスカイ ）

★各アプリのロゴをクリックするとアプリの詳細ページをご覧いただけます。

eSignature
for Salesforce

【 bellFace for Salesforce】
導入社数国内NO.1のオンライン営業システム『bellFace』と
『Salesforce』を連携させるアプリです。それぞれが保有するデー
タを相互連携可能へ。連携することで下記メリットを提供致します。
・オンライン商談の活動記録の入力工数削減
・商談内容を自動保存し、データ分析を可能へ
・ブラックボックスだったリアルな商談データをナレッジシェアす
る事で、新入社員の早期育成や組織全体の案件化率・クロー
ジング率向上といった事が可能へ
（提供元：ベルフェイス株式会社）

https://www.docusign.jp/
https://www.terrasky.co.jp/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000DqDXFUA3
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000EcqcZUAR
https://corp.bell-face.com/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000DvNvUUAV


【Cadalys Service Management™】
ITILに準拠したサービス管理により、ITサービスの全体最適化
のマネジメントをするアプリケーションです。サービスの重要性
が増す中、継続的な改善を行うためには、適切な業務と管理、
データの可視化を重要です。ITサービスの戦略、設計、運用、
改善のサイクルを各担当間でスムーズに連携することで従業員
や顧客のエンゲージメントを向上し、自社サービスの継続的な
改善を実施できる環境を提供します。
（提供元：株式会社サンブリッジ）

【 Blue Sheep】
見積もり時の商品組み合わせ登録から、機器の設置・導入、ア
フターサポートによるバージョンアップやリプレース提案まで、顧
客/設置場所を中心にEnd to Endで構成情報を一元管理し、
最適なセールス提案やアフターサービスを実現。Sales Cloud、
Service Cloudと連携し、ITIL準拠のサービスマネジメントを
Salesforce上に構築。
（提供元：株式会社ビーエスピーソリューションズ）

【 Concierge】
社内ヘルプデスク、サービスデスクの改善を目的にし、使う人に
合わせた検索機能により従業員、顧客、パートナーに適切な情報
をすばやく提供する次世代のヘルプセンターソリューションです。ユー
ザーの自己解決率アップにより、従業員や顧客とのエンゲージメン
トを向上し、「働きがいのある会社」の実現につなげます。
（提供元：株式会社サンブリッジ）

【 LMIS】
LMISはヘルプデスク機能を中心としたサービスマネジメントプラッ
トフォームです。顧客に提供するサービスを適切にマネジメント
し、サービスによる課題解決と継続的なカイゼンを実現します。
プラットフォームとして、十分な機能と柔軟性を備え、サブスク
リプション形式でサービスを提供しており、導入コストと日々の
ランニング費用を抑えてサービスを利用できます。サービスマネ
ジメントの考え方はBtoBサービスの管理にも応用でき、プロセ
ス・構成情報・顧客情報の一元管理は、顧客満足度を向上さ
せます。
（提供元：株式会社ユニリタ ）

★各アプリのロゴをクリックするとアプリの詳細ページをご覧いただけます。

https://www.sunbridge.com
https://www.bspsol.com/
https://www.sunbridge.com
http://www.unirita.co.jp/products/lmisoncloud.html
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000GBgOFUA1
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000EcsaqUAB
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N30000003K0IREA0


【SalesScouter】
SalesScouter ～予実管理・営業実績可視化～Salesforceに欲
しかったあのオブジェクトを実装！？標準機能のように目標管理、
シンプルに予実管理を実行！！
①目標入力　②商談受注　③自動集計ダッシュボード化
すぐに使える20種類以上のレポート、定着化にも最適！4名まで
月額使用料無料です。
（提供元：株式会社Cuffuu ）

【 Robotic Crowd for Salesforce】
SalesforceからRPAを起動させることができるようになるアプリ
ケーションです。取引先オブジェクトのデータなどをRPAに渡し、
RPAで実施した検索等の作業結果をSalesforceに戻すことが可
能です。例えば、リード獲得メディアに登録された新規リードを
自動的にSalesforceに登録することで、よりスピーディーなイン
サイドセールスの活動が実現されます。
（提供元：株式会社チュートリアル ）

★各アプリのロゴをクリックするとアプリの詳細ページをご覧いただけます。

【UPWARD AGENT】
営業活動データを資産に変える、パーソナルセールスアシスタ
ントUPWARD AGENTは、スマホやタブレットで誰でも直感的
に使えるアプリを提供することで、現場のセールスパーソンに寄
り添い、営業のDXを実現します。データの入力率や質を高め、
CRMの有効活用を促進します。
■主な機能：滞在の自動記録、電話の活動記録、活動内容の
かんたんエントリー、付近の顧客検索、付近の顧客レコメンド
（提供元：UPWARD株式会社）

【 RECAIUS コネクト】
音声でSalesforceに活動報告等を登録ができるアプリです。スマ
ホから簡単に音声登録することができますので、営業の移動時間
中や在宅勤務のオンライン会議の合間に素早く・手軽に報告でき、
情報の「質・量・鮮度」が向上します。また、複数項目の一括
登録をAIエージェントがサポートし、報告業務の負荷を軽減します。
（提供元：東芝デジタルソリューションズ株式会社）

【 カミレス】
利用者からの申請や窓口対応業務、そして行政機関や金融機
関における紙主体の業務台帳をデジタル化するクラウドサービ
スです。利用者の「申請」から、各機関における「交付」まで
の手続きをスムーズに行うことができます。
（提供元：株式会社オプロ ）

https://www.cuffuu.com/
https://tutorial.co.jp/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3u00000MBoGWEA1
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3u00000MSJz8EAH
https://upward.jp/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000GBSZPUA5
http://www.toshiba-sol.co.jp/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000EcqofUAB
https://www.opro.net/index.html
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3u00000OMkFaEAL


経営改革



【 freee for Salesforce】
営業管理と財務管理間の「業務とデータの溝」を埋めます。
Salesforceの商談などのデータとfreeeの債権債務・入出金
データ・財務データの連携をシームレスに行うことができます。
freeeで作成される損益計算書のデータをSalesforce上で閲覧
することも可能とします。
（提供元：freee株式会社）

【 MakeLeaps for Salesforce】
Salesforceの商談データから見積もり作成、送付、請求、入金
管理まで完結できるサービス「MakeLeaps for Salesforce」。
営業と経理の書類作成の手間、部署間の伝達ミスを大幅に削
減し、社内リソースをコアビジネスへと可能にします。ぜひ帳票
管理もSalesforceに一元管理しましょう。
（提供元：メイクリープス株式会社）

【 マネーフォワードクラウド for Salesforce】
見積書、請求書作成・入金確認まで一気通貫に！
マネーフォワード クラウド for Salesforceを使うと、Salesforce
の商談などから1クリックで見積書・請求書の作成ができるよう
になります。今まで必要だった転記の手間はもう必要ありません。
また、マネーフォワード クラウド請求書の入金情報をSalesforce
に連携することも可能です。現在の入金状況をSalesforce上で
リアルタイムに把握、未入金に対する迅速な督促・回収を実現
します。
（提供元：株式会社マネーフォワード）

【 請求管理ロボ for Salesforce】
月々大量に発生する請求・消込作業の効率化・自動化を実現！
（作業時間1/25の事例あり）部門間でアナログ管理していた
請求とお金の情報をSalesforceに集約し、人的ミスとコミュニ
ケーションコストから解放。月次決算の早期化と、キャッシュフ
ローの可視化によって、迅速かつ正確な経営判断をサポートし
ます。
（提供元：株式会社ROBOT PAYMENT）

★各アプリのロゴをクリックするとアプリの詳細ページをご覧いただけます。
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【ユビレジ for Salesforce】
ユビレジで設定したマスタ情報や、会計データをSalesforceと
双方向で同期します。レポート機能を使いユーザー独自の管理
画面を作成することで、売上分析、独自の経営指標の設定など、
多様なニーズに対応できるようなります。
（提供元：株式会社ユビレジ）

https://www.freee.co.jp/
https://www.makeleaps.jp/
https://biz.moneyforward.com/
https://www.robotpayment.co.jp/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000ErFSTUA3
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N30000000qEPvEAM
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FP0yWUAT
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3000000CNiGDEA1
https://go.ubiregi.com/salesforce_appexchange
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N30000009xKT5EAM


【 GRANDIT for Salesforce】
進化系ERP「GRANDIT」と「Salseforce」の連携を行うため
のアプリケーションです。GRANDITの社員、部門、得意先、
商品等のマスタの取得、契約情報をGRANDITの受注データと
して連携、受注に対する出荷、売上、回収情報を商談にて管
理できるようになります。
（提供元：GRANDIT株式会社）

【 ウランバ！！】
今まで縦割り業務で発生していたコミュニケーションロスをシー
ムレスに連携しあえ、サークル業務へと変革させる「働き方改革」
クラウドサービスです。Salesforce CRM（顧客管理）とSFA（営
業支援）、そして売上、販売、在庫管理が一つになった事で経
営スピードを上げ、企業経営を安定化させます。
（提供元：クラウズ・スパイス株式会社）

【 Rootstock】
Rootstock  ERPは、Salesforceプラットフォームで稼働する
Cloud ERPのリーディングブランドです。統合型ERPシステムと
して、受注～MRP～購買～在庫～製造～出荷領域の業務管理
を行う「ロジスティクス系モジュール」と財務会計＆管理会計
を担う「会計モジュール」の2モジュールで構成されています。
製造会社を中心に、セールス＆サービス会社、物流会社等で多
くの導入実績があります。
（提供元：株式会社Rootstock Japan） 【 Overcast】

Overcastは一般的に必要なSAP連携要件の80％をpre-built
された連携コンポーネントとして提供し、残りの連携も僅かな
時間で構築できます。どんなバックエンドシステムに対してもあ
らゆるタイプの連携を構築できるパワフルな連携プラットフォー
ムです。例）Salesforceの画面でSAP の注文履歴と出荷状況
を確認したり、SAPの価格設定と在庫状況に基づいて見積や注
文を作成することができます。
（提供元：ビジエンス株式会社）

★各アプリのロゴをクリックするとアプリの詳細ページをご覧いただけます。

 GRANDIT for Salesforce

【ZAICO for Salesforce】
クラウド在庫管理ソフトZAICOと連動して、取り扱う物品の在
庫数の確認がSalesforce上から行えます。また、ZAICOに登
録されている在庫データから商談で取り扱う物品とその数を納
品予定を登録でき、さらにその納品予定をZAICOにデータ連
携することが可能です。これらの機能により、営業担当者は在
庫管理ソフトにアクセスしなくても在庫数の確認ができ、また物
品の発送現場等に納品してほしい物品をこのアプリを通してシー
ムレスに伝えることができます。
（提供元：株式会社ZAICO）

https://www.grandit.jp/
http://www.clouds-spice.com/
https://www.rootstock.com/jp/
http://www.vigience.com/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3u00000MS3CWEA1
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000DmgStUAJ
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3u00000OMWVREA5
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FR67JUAT
https://www.zaico.co.jp/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3u00000ONQfsEAH


【 Enterprise Risk MT】
全社的リスクマネジメントを支援するアプリケーションです。デー
タ量に関わらず多数のリスク情報をツール上で体系的に管理す
ることで多角的なリスク分析と可視化を可能にします。作業効
率化に加え、潜在的なリスクの表面化や対策の進捗状況の可
視化も可能です。有価証券報告書への具体的なリスク情報の開
示、および経営陣と現場のリスク･コミュニケーションの充実・
円滑化を支援します。
（提供元：株式会社GRCS）

【 Supplier Risk MT】
外部委託先に関連するセキュリティリスクの体系的な管理、可
視化、コミュニケーションを支援するアプリケーションです。チェッ
クシートの回収や集計という煩雑な作業をツールにより効率化。
委託業務内容や再委託関係、チェックシートの回答内容まで情
報を一元管理できます。注視すべき委託先とそのセキュリティリ
スクレベルを可視化し実効性のある外部委託先リスクマネジメ
ントへの高度化を支援します。
（提供元：株式会社GRCS）

【 Shared Mee】
採用から入社後の社員までの評価管理を一元管理します。採用
管理では、基本情報はもちろん、評価や質疑等を独自のテンプ
レートで管理することが可能です。社員管理では、役職や職種
別に評価基準、目標を設定し、社員が超えるハードルを見える
化することで、日々の業務へのモチベーション向上へと役立てま
す。また、採用と社員評価を一元管理することで、応募にかか
る費用に対する入社後の評価を連動し、ROIの測定を実現します。
（提供元：株式会社ケイズコーポレーション）

【 Enablement App】
営業「成果」と「育成」をつなぎ、営業能力を最大化させる “Sale 
Enablement” のためのアプリケーション。Sales Enablement
とは、「営業成果を継続的に出し続けるための組織・人材開発」
です。このアプリを使用することで、営業成果を起点に営業組
織や人材育成施策を抽出し、結果的に営業成果に至ったかを
検証し、次の育成施策を明確にするまでの一連の仕組みを実現
することができます。
（提供元：株式会社アールスクエア・アンド・カンパニー）

★各アプリのロゴをクリックするとアプリの詳細ページをご覧いただけます。
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https://www.grcs.co.jp/
https://www.grcs.co.jp/
https://keizu.co.jp/sharedmee/
https://www.r2-company.com/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FOzpxUAD
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000EdIZJUA3
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3u00000MRifEEAT
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3u00000OMqmZEAT


【 SVF Cloud for Salesforce】
「SVF Cloud for Salesforce」は、導入実績26,000社を超える
SVFをSalesforceに完全対応させた帳票クラウドサービスです。
既存のPDF帳票をそのまま取り込めるほか、専用の無料アドイ
ン機能でExcel上でも帳票を設計できるため、誰でも簡単に複
雑な帳票を作成可能です。指定プリンタへの直接印刷など多様
な出力もサポートしており、Salesforceの活用を促進できます。
（提供元：ウイングアーク１ｓｔ株式会社）

【 Fleekform】
Salesforceで管理している顧客、商品データなどを使用し、ボ
タン一つで見積書などの出力ができます。日報などスケジューリ
ングによる出力や、複数オブジェクトを1つの帳票に出力するな
ど複雑な帳票も可能です。エクセル、ワードでデザインができ、
帳票デザイナ購入や習得の必要がありません。
（提供元：株式会社Fleekdrive）

【oproarts】
SalesforceのアプリケーションからPDF/Excel/Word/PowerPoint
形式の帳票を出力します。電子契約、インターネットFax、AI-
OCR、クラウドストレージなど自由な外部サービス連携が可能
で、見積書/発注書などの業務帳票から業種に特化した帳票ま
で様々な業務の電子化・自動化を促進します。
（提供元：株式会社オプロ）

★各アプリのロゴをクリックするとアプリの詳細ページをご覧いただけます。

http://www.wingarc.com/
https://www.fleekdrive.co.jp/
https://www.opro.net/index.html
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N30000000qE4JEAU
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3000000B5QLfEAN
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N30000008YEhhEAG


AI&データ活用



【Medallia】
Medalliaは、あらゆる顧客接点から顧客の声を収集し、リスク
と機会を予測し、顧客中心の行動をとるためのインサイトを提
供します。この顧客体験データとインサイトをSalesforceに取
り込むことで、営業部門やサービス部門は、顧客との関係を改
善するために、意味のある行動に移すことができます。これによ
り、顧客ロイヤルティを高め、ビジネス成果を向上させることが
できます。
（提供元：Medallia株式会社）

【 Incubate Block テキストマイニング】
顧客接点のデジタル化が進み、お客様の声のデータは大量に
蓄積できるようになりました。そのデータに埋もれた有益な情
報を見つけ出すサービスです。日本語の文脈を理解する高精度
な分析を、多数の運用実績で培われたノウハウと共にご提供し
ます。Salesforce上の大量のテキストから話題の抽出やネガティ
ブ／ポジティブ判定を行い、ダッシュボードで確認できます。
商品開発、営業トークスクリプト、FAQ等さまざまな活用が可
能です。
（提供元：株式会社アグレックス）

【 SPA Cloud for Salesforce】
「SPA Cloud for Salesforce」は、あらゆる紙文書をOCRで
読み込み、データをSalesforceに書き込むことができます。同
時にファイルを自動仕分けし、関連するドキュメントの管理や
検索が容易となります。また、関連サービスを利用すれば、
Salesforceから出力した請求書などの帳票を
Web配信することができるため、取引先への共有など煩雑な作
業を効率化することができます。
（提供元：ウイングアーク１ｓｔ株式会社）

【 uSonar】
取引先のデータ整備から解放、データ基盤の構築により顧客
管 理の価値を最大化。日本最大820万件の法人マスターデー
タベースLBCとSalesforceをシームレスに連携し、Saleasforce
上の取引先データを自動で名寄せ、恒常的に更新していきます。
（提供元：株式会社ランドスケイプ）

★各アプリのロゴをクリックするとアプリの詳細ページをご覧いただけます。

【スマートOCR for Salesforce】
「スマートOCR」を利用して様々な帳票をOCR変換し、必要な
情報を簡単にデータ抽出することができます。抽出したデータは、
1アクションでSalesforceのオブジェクトにデータ反映できます。
また、Salesoforceの任意のオブジェクトからデータを「スマー
トOCR」に取り込んで、マスター連携用データとして利用する
ことも可能です。
（提供元：株式会社インフォディオ）

https://jp.medallia.com/
https://www.agrex.co.jp/
http://www.wingarc.com/
https://www.landscape.co.jp/
https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3000000B51KxEAJ
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3u00000MRiDdEAL
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FMaf4UAD
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000Ecrd9UAB
https://www.smartocr.jp/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FMlO5UAL


インダストリー



【Cloud BankNeo 預り管理】
金融機関の渉外担当者の日常業務である物品預り業務をクラウ
ド上で管理します。預り・返却業務、預り物のチェック、期日
管理などの機能を備えており、「預り管理業務」のペーパーレス・
コストカットなどの事務効率化と処理堅確化をシステム面からサ
ポートするサービスです。
（提供元：日本システム技術株式会社）

【 LIFE Bridge】
金融機関のコンサルティング営業でご利用されるFinancial 
Service Cloudとデータを相互に連携可能な対面型資産形成コ
ンサルティングツールです。データ連携することで詳細で的確
な顧客ニーズの把握を可能にし、お客様が抱える課題の解決の
提示とライフスタイルに合わせた資産形成のご提案など、金融
機関の営業担当者様のコンサルティング営業を強力にサポート
します。
（提供元：株式会社キャピタル・アセット・プランニング）

★各アプリのロゴをクリックするとアプリの詳細ページをご覧いただけます。

【Bank Operating System®】
nCinoは、Salesforceのプラットフォームを活用し、融資や口
座開設をはじめとした銀行業務の変革を実現するクラウド型プラッ
トフォームを提供しています。現在世界で1,200行以上の金融
機関に採用されており、業務効率化、非対面チャネルの構築、
ペーパーレス化等の様々な課題解決を通じてコスト削減・収益
向上を支援しています。
（提供元： nCino株式会社）

【Cloud Lending】
国内においても多数の導入実績を有する、全世界100社を超
える大手銀行からFinTech企業まで多様な金融機関様のレン
ディング業務のDX化を支えているクラウドソリューションです。
融資審査業務の自動化、効率化、そして継続的な改革を通じ
て、抜本的な業務改革/事務の大幅減を実現するとともに、
Salesforceのソリューションと組み合わせることで顧客接点とエ
ンゲージメントの強化に繋がる “新たな借り入れ体験” そして “新
たなカスタマージャーニー” を実現する次世代レンディングプラッ
トフォームです。
（提供元： 富士通株式会社）

http://www.jast.jp/
https://www2.cap-net.co.jp/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FMWUpUAP
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FMna9UAD
https://www.ncino.co.jp/
https://www.fujitsu.com/jp/services/application-services/enterprise-applications/crm/salesforce/services/cloud-lending/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3u00000MBgYGEA1
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FMiagUAD


【Asset 360 for Salesforce】
Salesforce社とServiceMax社が共同開発した、製造業向けの
フィールドサービスソリューションです。複雑な製品保証や保守
契約などの納入機器に関する情報の一元管理や、返品プロセス
など様々な業務プロセスをサポートします。
（提供元：サービスマックスジャパン株式会社）

【UMリモート監査】
工場内部監査のコスト削減・報告書作成の手間削減に。工場の
「遠隔」監査支援ツール。「UMリモート監査」は、工場監査
を支援するクラウドアプリケーションです。映像を使ったリモー
ト監査で出張経費を削減、監査スケジュール管理や履歴管理、
報告書の自動作成も可能です。クレームなど緊急に対処すべき
事案の情報共有の迅速化、教育などにも役立ちます。
（提供元：株式会社シナプスイノベーション）

★各アプリのロゴをクリックするとアプリの詳細ページをご覧いただけます。

【eServ】
設備保全管理業務をサポートするパッケージソフトです。20年
以上に渡り展開してきた設備保全管理システムと業務コンサルティ
ングKnow-Howが凝縮されています。
（提供元：横河ソリューションサービス株式会社）

【JICONAX】
運輸デジタルビジネス協議会より「運輸業界の課題を解決する
優良なソリューション」として認定を受けた、運送／旅客事業
者様の勤怠管理・安全管理を支援するアプリケーションです。
タイムカードとデジタコを連携させることで、勤怠や改善基準告
示といった労働時間管理を手間なく正しく行なえます。また、
事故記録・ドラレコ映像の管理、免許証や車検証等の期限管
理等、安全管理に必要な各種記録をクラウド上で一元管理します。
（提供元：株式会社フルバック）

https://www.servicemax.com/jp
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★各アプリのロゴをクリックするとアプリの詳細ページをご覧いただけます。

【LEALA】
LEALAは、 “弁護士・法律事務所向けの” 定型業務自動化クラ
ウドソフトです。LEALAを活用すれば、受任前の相談から受任
後の業務まで、相談者／依頼者情報と紐づけた形で、デジタル
管理・自動化していくことが可能になります。これにより、法律
事務所業務全体の効率化は勿論のこと、次世代型の高品質か
つ迅速な紛争解決支援を実現します。また、LEALAは法律事
務所の広範囲な業務をカバー可能なため、蓄積した情報をリア
ルタイムに自動分析し、法律事務所の経営改善のために情報を
可視化できます。
（提供元： 株式会社レアラ）

【GovTech Express】
GovTech Expressは自治体に変革を起こす画期的なChatbot
サービスです。住民の皆様はLINEで自治体アカウントと友だち
になるとすぐに窓口を利用できるようになり、Chatbotとの会話
によって24時間365日オンライン行政サービスが利用可能です。
自治体職員が自らサービスを作成できるエコシステムを提供し、
調達のあり方を変えていきます。
（提供元： 株式会社Bot Express）

【Simple Report】
写真や地図を活用した自治体職員向け業務効率化ソリューショ
ンです。災害による被災状況の工程を管理し復旧までの業務効
率化や通行止め情報など住民への提供サービスの向上が実現
できます。平時は住民からの道路・河川・公園等の要望処理
にも活用できます。
（提供元： 株式会社千葉システムコンサルタント）

【i-Blend】
スマートフォン向けアプリを地方自治体の職員自身が容易かつス
ピーディに作成・改変できます。まるで「ブロック(機能コンポー
ネント)」を組み立てる感覚でさまざまな住民生活総合支援アプ
リ(総合、防災、子育て等 )を構築できます。
（提供元： 株式会社両備システムズ）

https://leala.ai/
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【ANDPAD for Salesforce】
Salesforceと施工管理アプリANDPAD が双方向に連携、
顧客管理から現場の工期の進捗状況まで一元管理が可能。
ANDPAD for Salesforceは、顧客・営業管理、契約状況管理
に加え、現場の着工から引渡まで工期の進捗状況をシームレス
に運用可能にします。情報管理を一元化することで、社内共有、
連携の時間を削減できます。また、ANDPADからの連携デー
タをもとに、Salesforce上でレポートやダッシュボードで分析も
可能になり、顧客の契約から引渡までの案件進捗と売上の見込
み数字を、一気通貫で把握できるようになります。
（提供元：株式会社アンドパッド）

【コネキャリ】
手書きで作成されていた建設業界の勤怠や交通費の情報を、ス
マホで簡単に登録できるシステムです。入力された情報は自動
集計され給与計算ソフトへの連携、建退共の証紙申請などに利
用できます。また、各種レポートにより人材の適正配置をめざし、
職人の様々なキャリア（資格・経験年数・技能など）を見える
化できます。2024年4月施行の建設業の労働時間の上限規制に
も備え、時間外、出勤状況、有休管理のレポートを追加しました。
（提供元：株式会社muchu）

★各アプリのロゴをクリックするとアプリの詳細ページをご覧いただけます。

【MatchingMap（マッチングマップ）】
MatchingMap（マッチングマップ）は、人材紹介・派遣業で
Salesforceをご利用のお客様に向けた、紹介業務に特化した地
図アプリケーションです。マッチング情報の一括作成や、カスタ
マイズ性の高い検索項目設定など、継続的な機能強化とメンテ
ナンスも担保された紹介業務向け地図アプリをご利用しませんか？
（提供元：株式会社co-meeting）

MatchingMap logo

【カクシンクラウド】
不動産会社が開発、新時代の賃貸管理「カクシンクラウド」
カクシンクラウドは、創業50年、鳥取県米子市でトップシェア
の不動産会社ウチダレックから生まれました。「電子化・ペーパー
レス化により生産性を向上」すること、これまで以上に「お客
様との時間を大切にすること」を意識して2016年から経営改革
を行い、そのノウハウを元にカクシンクラウドを開発。その結果、
不動産業界初の週休3日、コスト40%減、売上20%増を達
成。仕事の核心をつき、時代に合わせて革新していく。カクシ
ンクラウドは不動産業界の業務革新を実現します。
（提供元： 株式会社ワークデザイン）
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新しい働き方



【rakumo ソーシャルスケジューラー】
グループウェアライクなカレンダービューによるスケジュール管
理をSalesforce上で実現するサービスです。rakumoソーシャ
ルスケジューラーに登録した予定はSalesforceの活動履歴に
連携されるために、カレンダーベースで活動管理ができます。
Salesforceと一体的にご利用いただけるために、ユーザーは
Salesforceの一機能を使っているような感覚で迷わずにご利用
いただけます。
（提供元：rakumo 株式会社）

【mitoco】
クラウド時代に合わせクラウドネイティブに開発された、次世代
型グループウェアです。既存のグループウェアとは一線を画 しコ
ミュニケーションの範囲を社外、モノ、コトまで拡張します。
（提供元：株式会社テラスカイ）

【Argus】
業務のさまざまな情報をセールスフォース基盤に集約・共有し、
顧客起点での情報参照を可能にするクラウド型のグループウェ
アです。スケジュール管理/施設予約、ToDo、電話メモ、掲
示板、文書管理、申請承認などの機能が一つのパッケージとなっ
ており、様 な々シーンでご利用可能な便利ツールとなっております。
（提供元：株式会社レッティ）

【Fleekdrive】
大容量のファイルの管理・共有・配信における課題をすべて解
決します。また、ファイルの関連付けやフォルダ階層化のみなら
ず、ファイルをブラウザ上で同時編集、ファイルを見ながらチャッ
トする などコラボレーション機能も充実しています。
（提供元：株式会社Fleekdrive）

★各アプリのロゴをクリックするとアプリの詳細ページをご覧いただけます。

ソーシャルスケジューラー

http://rakumo.com/
https://www.mitoco.net/index.php
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【CORRESSA】
CORRESSAはプロジェクトに係る企業間のコミュニケーション
を円滑にするためのプロジェクトコラボレーション基盤です。複
数会社間で伝えるべき情報を確実に伝えて、納期遅延やコスト
アップに繋がる設計変更や作業の手戻り、トラブルを防ぎます。
（提供元：株式会社シーエムプラス）

★各アプリのロゴをクリックするとアプリの詳細ページをご覧いただけます。

【rakumo Sync】
SalesforceとGoogle Workspaceのカレンダーの予定を双方向、
リアルタイムに連携するサービスです。予定登録の2度手間を解
消し、スケジュール管理を効率化します。繰り返し予定や招待
された予定等、さまざまな予定も連携されます。
（提供元：rakumo 株式会社）

【Calsket（カルスケット）】
Salesforce上でカレンダーを普段使いできれば、それはそのま
まSalesforceの活動記録として、分析可能なデータとして蓄積
されることを意味します。 Calsket（カルスケット）はSalesforce
のカレンダー（行動）を快適に利用するために生まれたカレンダー
アプリです。
（提供元：株式会社co-meeting）

Calsket logo

【TeamSpirit】
勤怠管理、工数管理、経費精算、電子稟議、社内SNS、カレ
ンダーなど、社員が毎日使う社内業務を一元化したクラウドサー
ビスです。収集したデータを分析し働き方の可視化をすることで、
社員が取り組むべき重要な活動を洗い出し、生産性の向上につ
ながる効果的なタイムマネジメントが可能になります。また、大
企業向け「TeamSpirit EX」は、大規模組織管理、グローバ
ル対応、パフォーマンス向上、外部システム連携をより機能強
化しています。
（提供元：株式会社チームスピリット）
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【Shared Day】
日々の作業日報を管理します。作業者は1日の予定と実績を日
報として報告することで、自身の作業の見える化を図ります。管
理者はテレワークや外出が増え、見えづらくなる社員の行動を
可視化し、負荷状況、困っていることをキャッチし、的確な指示、
フォローを行うことを実現します。日報はSalesforce標準の活
動と連動することで、CRMデータとしての蓄積も同時に行うこ
とが可能となります。
（提供元：株式会社ケイズコーポレーション）

【RayPen】
Salesforce専用手書きコンポーネントです。Salesforce上に「手
書き入力」の機能を追加しペーパーレスを促進、Salesforceを
よ り便利で強力なプラットフォームに拡張することができます。
（提供元：グレープシティ株式会社）

【RayBarcord】
Salesforce専用バーコードコンポーネントです 。Salesforce上
に「バーコード読取入力」の機能を追加します。Salesforceと
リアルな世界 (ヒト・モノ・コト)を結び付け、Salesforceをよ
り便利で強力なプラットフォームに拡張することができます。
（提供元：グレープシティ株式会社）

【kyoumo】
kyoumoで日報をスマートに【Salesforceで日報管理】 Salesforce
を導入しているのに、日報がExcelのままになっていませんか？ 
kyoumoは、Salesforceの「活動」を使いやすくし、Salesforce
で日報管理を実現するアプリケーションです。
（提供元：株式会社ネクスト・アイ）

★各アプリのロゴをクリックするとアプリの詳細ページをご覧いただけます。
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テクノロジー、
システム管理



【RaySheet】
Salesforceと業務をつなぐExcelライクな一覧インターフェース
で す。Excelの使い慣れた操作性を維持して「入力」の負荷を
軽減することで、Salesforceをより便利で強力なプラットフォー
ムに拡張することができます。
（提供元：グレープシティ株式会社）

【SkyVisualEditor】
Salesforceの標準レイアウトでは実現できない自由なレイアウト 
や、入力支援機能を備えた画面を、Visualforceでコーディン
グす ることなくドラッグ&ドロップで作成できるサービスです。
（提供元：株式会社テラスカイ）

【F-Secure Cloud Protection for Salesforce】
本製品は Salesforce 環境にアップロードされるファイルのマルウェ
アチェックとChatter, E-mail で送付される URLの安全性チェッ
ク機能を提供します。Salesforce環境とのクラウド間連携によ
りセキュリティチェックを実施するため、追加のハードウェアやサー
ドパーティーソフトを必要とせず、世界中の大規模金融機関様、
Webサービス事業者様等にご導入頂いています。
（提供元：エフセキュア株式会社）

【Teachme Biz for Salesforce】
Salesforce管理者が時間を取られる社内教育・問い合わせ対
応負担を減らし、Salesforce定着までのスピードを高めます。
わかりやすいマニュアルを簡単に作れて、それをトレーニングコー
スに組み込んだり、閲覧状況も可視化できます。ユーザーは
いま開いているSalesforceの画面に合わせたマニュアルを表示
できるため、自分で疑問を解決しやすくなり、社内教育時間を
75%削減できた事例も。
（提供元：株式会社スタディスト）

【CSIRT MT.mss】
インシデント対応と脆弱性対応およびその評価と改善を実現す
るためのマルチテナント型セキュリティマネジメントアプリケー
ションです。CSIRTやSOCの運用に最適化したチケット・タス
ク管理と情報やナレッジ共有を実現します。実用的なプレイブッ
ク、運用フロー、メールテンプレートなどを標準実装しCSIRT
／SOC運用の高度化と工数削減を支援します。
（提供元：株式会社GRCS）

【Mashmatrix Sheet】
Mashmatrix『Sheet』は、セールスフォース上のデータを
Excelのように操作できるWebアプリです。検索や絞り込み・
並べ替えといった操作はもちろん、一括編集やスクロールヘッ
ダ固定など、Excelでお馴染みの操作感を保ったままセールス
フォースのデータを取り扱えます。
（提供元：株式会社マッシュマトリックス）

★各アプリのロゴをクリックするとアプリの詳細ページをご覧いただけます。
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APP GUIDE #3

AppExchangeでは、
お客様の業務に役立つアプリを掲載中！

今すぐAppExchangeサイトへ

AppExchange 検索


