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金融業界に広がる
Salesforceエコシステム
本ガイドをご覧頂きまして、ありがとうございます。

AppExchangeは、Salesforceの創業者マーク・ベニオ
フが当時メンターであったスティーブ・ジョブズのア
ドバイスのもと、2006年にリリースした「ビジネス
アプリのマーケットプレイス」です。

私たちは、Salesforceをお使い頂くお客様ーとりわけ
お客様の中でもTrailblazer(先駆者)である管理者の皆さ
まが、まるで「魔法使いのように」やりたいことを簡
単に実現できるお手伝いをしたい、と考えています。

お陰さまでAppExchangeはリリースから13年。お客
様から多大なご支持を頂き、現在では88%のお客様に
アプリをインストールして頂いています(※)。

掲載アプリ数に関しても、世界全体で5,000以上を数
えるまでになりました。

本書では、その中でも金融業界でご利用いただけるア
プリを掲載しております。Salesforceの金融特化製品
である「Financial Services Cloud」をはじめとした
各種Salesforce製品と連携するアプリケーションが複
数掲載されています。いずれも、その領域のプロであ
るAppExchangeパートナーの皆さまが開発・提供さ
れ、かつ、ご採用頂いたお客様からのフィードバック
を受けながら日々進化を続けているものです。私たち
は、パートナー様とともにこの金融エコシステム(生
態系)を今後さらに成長させてゆきたいと考えていま
す。

“Sa l e s f o r c eをよりパワフルに、使いやすく” 
AppExchangeが今後の皆さまのSalesforceの更なるご
活用、ひいてはお客様のビジネス成功の一助となれば
大変嬉しく思います。
（※）2019年9月現在
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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。

https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FP03fUAD
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000ENUqgUAH
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FeF3OUAV
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3000000B5aquEAB
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FZrwlUAD
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FAAvCUAX
https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000DmgR7UAJ
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FALxNUAX
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000DqDXFUA3
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3000000DpMDVEA3
https://appexchangejp.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N3A00000FMiagUAD
https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FHCfRUAX
https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N30000005v9okEAA
https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3000000B59UyEAJ
https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000EJuMYUA1
https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3000000B5hsoEAB
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FMWUpUAP
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N300000055dUJEAY
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000Ecrd9UAB
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N30000008Zk0gEAC
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N30000008YEhhEAG
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3000000DU5PvEAL
https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A000000s5COUAY
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FMWDTUA5
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000DqD22UAF
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N30000003J6KhEAK
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N30000009wvDNEAY
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000ErFSTUA3


マーケティング・
営業支援



【Rekuru for LINE WORKS】
ビジネス版LINEである「LINE WORKS」で各営業ごとにLINE
アカウントを発行し、顧客と”公式な”LINEタッチポイントでつ
ながることができます。お友達になった顧客のLINE情報はもち
ろんのこと、LINE上でやり取りした情報は、顧客情報に紐づけ
てSalesforceに統合管理されるため、営業担当者のお客様接点
が可視化され、顧客分析の活用につながります。
（提供元：Genestream）※掲載は2019年10月中を予定しています。

【Sansan】
名刺をスキャンするだけで正確にデータ化し、PCだけでなくスマ
ホからも閲覧できます。網羅的な人物データベースを構築できる
ため、社内人脈の把握、営業生産性の向上、引き継ぎ業務の負
荷軽減、ペーパーレスや働き方改革などに寄与します。また、連携
機能により、最新の顧客情報が自動的にSalesforce上に集約さ
れ、更なる利活用や定着化に貢献できます。（提供元：Sansan）

【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(JAST)）

【PhoneAppli for Salesforce】
スマホやスキャナで取り込んだ名刺画像を、取引先やリードに
取込み、スマホへの電話着信時にはお客様名を表示します。
着信表示はスマホ内の電話帳を使用せず、Salesforceの取引
先やリードの情報も活用して表示されますので、名刺情報に
加えてすでに登録済みの取引先電話番号を今すぐ活用できま
す。また、LINEやSMSでのやり取りを活動履歴に連携可能で
す。（提供元：Phone Appli）

【SmartVisca】
SmartViscaはSalesforce一体型の名刺・コンタクト管理アプリ
です。OCRとオペレーターにより正確にデジタル化された名刺の
マスターデータはSalesforce組織にのみ保管され、高品質な顧
客データベースの構築と閲覧権限管理によるセキュアな活用を
実現し、大手金融機関でも採用頂いております。
（提供元：サンブリッジ）

【Asales】
顧客業界に関するニュースを自動収集して表示することで情報
収集の手間とコストを削減します。また、Salesforce上の日報や
商談メモからAIが顧客ニーズを抽出し同様の過去案件をリスト
アップ、勝った提案のインサイトを提供します。業種業態などセ
グメントごとのニーズを可視化し機会損失を低減します。
（提供元：Stockmark）

マーケティング・営業支援 
★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://genestream.co.jp/
https://jp.corp-sansan.com/
http://www.jast.jp/
https://phoneappli.net/
https://www.sunbridge.com
https://stockmark.ai/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FP03fUAD
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000ENUqgUAH
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FeF3OUAV
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3000000B5aquEAB
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FMWUpUAP


金融資産 / 財務データ活用
e-KYC・与信管理 



【MT Link for Financial Services Cloud】
「MT LINK for Financial Services Cloud」は、お客さまの保有する
金融資産情報を「Financial Services Cloud」に連携できる金融イン
フラサービスです。
国内の銀行口座（個人、法人）、証券口座の残高を自動取得し、
お客さまの金融資産情報を正確かつ継続的に把握することがで
きます。より迅速でパーソナライズされたウェルスマネージメン
トサービスが実現します。（提供元：Moneytree）
※掲載は2019年10月中を予定しています。

【freee for CRM】
freeeの財務データを金融機関のSalesforceへ連携し、金融機関
はSalesforce上で取引先の財務データをリアルタイムに把握可能
となります。金融機関の行員様が取引先状況を把握するコストを
削減し営業生産性の向上に寄与します。機能拡張により取引先
の財務状況に応じたアラート機能などの実装も可能です。
（提供元：freee）※掲載は2019年12月中を予定しています。

金融資産 / 財務データ活用

顧客金融資産・財務データ活用高度化について

平成29年に金融庁から提言された「顧客本位の業務運営に関する原則」の中でも顧客の
資産状況を把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨などを
行うべきとしており、フィデューシャリー・デューティーの徹底が重要視されています。
金融機関としては、他行も含めた金融資産を一元的に管理すること
で、お客様のトータルでの資産状況を把握し、より良い提案を行う
ことができます。また、企業の財務情報を取り込むことによりリア
ルタイムで財務状況を把握し、スピーディーなアドバイスや融資審
査への活用を行うことができます。

APPY 
TIP

★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://moneytree.jp/
https://www.freee.co.jp/


【Alarmbox】
業界の風評、SNSや口コミによる評価などのWEB上の情報を中心
に、取引情報などの独自情報を収集、独自のアルゴリズムを用いて
解析したのちアラームを鳴らしてお知らせします。
（提供元：アラームボックス）

【World-Check Customer Risk Screener】
顧客の本人確認 (KYC) やサードパーティリスクのコンプライア
ンスプロセスをCRMシステム上で支援するソリューションです。 
ワークフローを改善し、顧客オンボーディングの効率化とスク
リーニング管理の自動化を可能にします。
法規制の遵守と意思決定をサポートし、お客様のビジネスが犯罪
や不正取引に利用されることを防ぎます。（提供元：リフィニティブ）

e-KYC・与信管理 

【Polarify】
スマートフォンのカメラ・指紋センサー・マイクで生体認証を行い
ます。たとえば、改正犯収法に準拠した口座開設時のデジタル本
人確認（eKYC）や、ログインや決済、コールセンター入電時の認
証をお客様のスマホで行うことに活用できます。
（提供元：ポラリファイ）

【Onfido】
Onfidoはネット上の新たな認証スタンダードとなるソリューショ
ンです。OnfidoのAIによる認証技術は、国が発行した本人確認
書類が正しいものか否か判定し、それを顔認証で突合すること
で、申請者の本人確認をすべてデジタル上で完結できます。また
OnfidoはSalesforceとシームレスに連携し、あらゆる業界の企
業は不正検知、顧客獲得、コンプライアンスや登録のワークフ
ローをSalesforceのUI上に実現し、ユーザージャーニー全体を
通して価値を高めることができます。（提供元：onfido）

★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://alarmbox.co.jp
https://www.refinitiv.com/ja
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FZrwlUAD
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FAAvCUAX
https://www.polarify.co.jp/
https://onfido.com
https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000DmgR7UAJ
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FALxNUAX


AI-OCR・電子署名 



【SmartOCR】
非定型AI-OCRでさまざまなフォーマットの紙帳票のデータ化
を実現します。特に保険証券においては、”保険クリニック”での
45万件以上の分析実績で蓄積されたノウハウにより、保険用
語に特化した高精度の読取りが可能です。その他にも健康診
断書や住宅ローン審査で必要な書類のデータ化により金融機
関様のサービスにイノベーションを提供します。
（提供元：アイリックコーポレーション）
※掲載は2019年10月中を予定しています。

【DocuSign】
ドキュサインの電子署名ソリューションは契約書、合意文書など
を迅速、そして安全に作成、送付、署名、承認、管理することがで
きます。Salesforceと連携することで、業務をさらにペーパーレス
化・デジタル化し、それにより高度なデータ活用が可能となり企
業のデジタルトランスフォーメーションを推進します。
（提供元：DocuSign）

【Tegaki】
金融機関や医療機関、小売など多様なお客様への業界トップク
ラスの導入実績を誇る、手書き文字を高精度に認識できるAI 
OCRサービス。最新の研究をもとにディープラーニングを活用
し、独自開発したアルゴリズムにより世界最高水準の読み取り
精度で手書き文字と活字を同時に認識することが可能です。こ
れまで自動認識が難しかった手書き文字を簡単にデータ化して
Salesforce上に保存ができます。各種申込書類やアンケートを
はじめ、医療機関での問診票などさまざまな手書き書類の読み
取りに対応可能です。（提供元：Cogent Labs）

AI-OCR・電子署名 
★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.irrc.co.jp/
https://www.docusign.jp/
https://www.cogent.co.jp/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000DqDXFUA3
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3000000DpMDVEA3


基幹業務



【nCino】
nCinoは、Salesforceのプラットフォーム機能とセキュリティを
活用して融資、預金などあらゆる事業領域における銀行の業務
機能を統合した、銀行経営および顧客エンゲージメントのため
の統一されたオムニチャネルを提供します。
（提供元：nCino）

【Cloud Lending】
ローンテンプレートをベースにシステムを導入できるため、
スピーディーなビジネス立上げを実現し、受付審査から契
約・貸付・約定請求・延滞・督促・問合せ対応まで、一通り
の融資業務に対応します。JICC/CICとの外部連携にも対応
している他、AIを活用した与信審査スコアリングにも対応し
ます。（提供元：富士通）

【fenergo】
Fenergoは、コンプライアンス対応、顧客満足度の向上、オペレ
ーティングコストの削減などを実現する、グローバル・デファク
トスタンダードに成りつつある顧客ライフサイクル管理ソリュー
ションです。（提供元：fenergo）

オンボーディング・融資業務
★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.ncino.com
https://www.fujitsu.com/jp/solutions/industry/financial/services/cloud-lending-solutions/
https://www.fenergo.com
https://appexchangejp.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N3A00000FMiagUAD
https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N30000005v9okEAA
https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FHCfRUAX


【freee for Salesforce】
freee for Salesforceは、商談管理から見積書・請求書作成、個別
債権管理、仕訳入力、入金消込までをシームレスに運用可能にしま
す。「Sales Cloud」の取引先や商談・任意のオブジェクトから「会
計ソフトfreee」の見積書・請求書作成に連携し、スムーズに請求書
を作成できます。また、「会計ソフトfreee」での入金情報を「Sales 
Cloud」へリアルタイムに連携します。（提供元：freee）

【ClaimVantage Absence】
ClaimVantageは、保険会社および再保険会社向けの生命保
険請求管理ソフトウェアソリューションの世界的なプロバイ
ダーです。Salesforce Lightning Platform上に構築された堅
牢なシステムは、既存のビジネス、業務プロセスとの統合、
オペレーションのデジタル化を促進し、効率的かつ正確な保
険金給付決定を実現することで、請求業務に革命をもたらし
ます。（提供元：ClaimVantage）

【Vlocity Insurance】
Vlocityデジタル保険プラットフォームであるVlocity Insurance
は、保険契約を中心に処理を行う従来の手法とは異なり、
ユーザーに最高のデジタル体験を提供することを起点に設計
されています。100％Salesforce上で構築されており、新契約
や保険金請求などお客様にライフサイクル全体を通じて包括
的なデジタルジャーニーを体験していただくための機能を提
供いたします。（提供元：Vlocity）

【Guidewire Digital for Salesforce】
Guidewire Digital for Salesforceは損害保険ライフサイクルの
すべてに対応した共通のプラットフォームをベースに開発されて
います。Salesforce Financial Services Cloudと連携し、契約
者対応業務と損害保険のコア業務をシームレスに実行すること
ができるようになります。（提供元：GuideWire）

見積・契約・請求業務
★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.freee.co.jp/cloud-erp/
https://claimvantage.com/japan/
https://vlocity.com/
https://www.guidewire.com/jp
https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3000000B59UyEAJ
https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000EJuMYUA1
https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3000000B5hsoEAB
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000ErFSTUA3


バックオフィス支援



【「uSonar」 for Salesforce】
法人番号(法人版マイナンバー)を搭載した日本最大の法人マス
タデータベース「LBC」とSalesforceをシームレスに連携する
ソリューションです。取引先データのクレンジング・名寄せに
加え、更新を自動化。取引先データの恒常的な一元化を実現
し、Salesforce活用の効果を最大化します。「LBC」により、銀
行/証券/信託など複数のグループ企業間でのデータ統合も実
現可能です。（提供元：ランドスケイプ）

【AppMoveワークフロー】
日本固有のきめ細やかな要望から、金融機関や自治体に特化した
大規模なワークフローや申請承認の実装まで実現できる電子決
裁アプリです。 作成済みの新組織情報を一括取込することにより、
組織改編にも簡単・迅速に対応ができ、新年度の切替え時には、
新旧の承認ルートを併存させることも可能です。
（提供元：インタームーブ）

【OPROARTS Connector】
OPROARTS（オプロアーツ）はSalesforceと連携することで、帳票
類などのドキュメント出力、メール/Web/郵送などによる仕分け配
信や共有、AI-OCRやRPAと連携した業務効率化まで実現しま
す。
（提供元：株式会社オプロ）

バックオフィス支援 
★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.landscape.co.jp/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N300000055dUJEAY
http://www.intermove.co.jp/
https://www.opro.net/index.html
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N300000055dUJEAY
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000Ecrd9UAB
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N30000008YEhhEAG


代理店管理・募集人管理 



【御用聞き】
「御用聞き」は、スケジュール管理や社内通達などのグループ
ウェア、レポート機能、手数料集計の機能を一元管理すること
ができます。また、高齢者募集や乗換募集管理、さらには顧
客の意向に即した保険商品の絞り込み機能など、改正保険業
法への対応も完備しております。
（提供元：アドバンスクリエイト）※掲載は2019年11月中を予定しています。

【保険代理店ソリューション IAS】
"攻める募集"と"守りの体制整備"を両立し、"顧客本意"の業務
運営を実現する保険代理店向けソリューション。保険の募集業
務や、法改正で求められる業務プロセス（意向把握・情報提供・
募集人管理）の可視化を、短期間かつ低コストで実現します。
（提供元：テラスカイ）

ロゴ

代理店管理・募集人管理  

アプリケーションの種類について

AppExchangeに掲載されているアプリケーションには、OCRやPFMのように他のSalesforce

製品と組み合わせて利用するもの（ISVforce）もあれば、御用聞きやCloud BankNeo 預り管
理のようにそのアプリケーション単独で導入すれば利用できるもの（OEM）があります。

APPY 
TIP

★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.advancecreate.co.jp/
https://www.terrasky.co.jp/salesforce/user/ias/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3000000DU5PvEAL


社内管理・定着化支援 



【UPWARD】
UPWARDは、戦略的な顧客関係性の維持向上と営業スタイ
ルの標準化を実現する「フィールドセールスに特化した」位置
情報サービスです。CRMデータに位置情報を紐づけ、優先的
に訪問すべき顧客の可視化、最適な訪問ルートの作成、活動
結果の簡単登録などにより、スマートな営業活動の実現をサ
ポートします。大手金融機関やキャッシュレス決済サービス会
社での採用実績を有します。（提供元：UPWARD）

【TeamSpirit】
従業員が日々利用する7つのシステム（勤怠管理、就業管理、工
数管理、経費精算、電子稟議など）を「ERPのフロントウェア」と
して一体化したサービスです。取得したデータをリアルタイムに
ダッシュボードで可視化することで、社員の生産性を上げるため
の最適なコーチングが可能。働く人の創造的な時間と自主性を
高める環境づくりをサポートします。（提供元：チームスピリット）

【Teachme Biz for Salesforce】
業務に必要なマニュアルやヘルプを簡単に作成できるアプリで
す。管理者は簡単に見やすいヘルプや動画マニュアル作成・更
新ができ、ユーザーは操作画面に合うヘルプページを閲覧でき
ます。Salesforceの定着化のために繰り返し必要となる社内教
育を効率化し、企業の「活用力」をアップします。
（提供元：スタディスト）

【Symphony】
Symphonyはユーザーのコミュニケーションとワークフローの効率
化を実現するセキュアなチーム・コラボレーション・プラットフォーム
です。Salesforceで商談が作成/変更された時にSymphonyのチャッ
ト上で通知を受け取り、Symphony上からSalesforceにアクセスする
など、Salesforceと双方向で情報のやり取りを行うことでシームレス
なコラボレーションユーザーエクスペリエンスを提供します。
（提供元：Symphony）

【mitoco】
新しいカタチのコミュニケーションで企業に変革をもたらす
コミュニケーション基盤です。稟議申請のペーパーレス化によ
る稟議の回覧スピード向上など、業務効率の改善・意思決定
の迅速化を実現します。合議や差戻など、稟議に必要なきめ
細かなフロー設定も可能です。（提供元：テラスカイ）

社内管理・定着化支援

【MotionBoard Cloud for Salesforce】
MotionBoardは、りそな銀行をはじめ多くの金融機関で利用さ
れている、Salesforceのデータをリアルタイムに集計・分析・可視
化するクラウド型BIダッシュボードです。Salesforceのデータと
Excelや他データベースと掛け合せた集計・分析・可視化も可能。
グラフ以外にも地図機能や複雑な集計表などの表現、ボード上
からのSalesforceへの入力機能も実装され、多角的な可視化・分
析を実現します。（提供元：ウィングアーク1st）

★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://upward.jp/
https://corp.teamspirit.com/ja-jp/
https://studist.jp/
https://symphony.com/ja
https://www.mitoco.net/index.php
https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A000000s5COUAY
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FMWDTUA5
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000DqD22UAF
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N30000003J6KhEAK
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N30000009wvDNEAY
http://www.wingarc.com/
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N30000008Zk0gEAC


AppExchangeサイトでは、
業務に役立つ400以上のアプリを掲載中！

今すぐAppExchangeサイトへ
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AppExchangeサイトはこちら

https://appexchangejp.salesforce.com/



