
Sales Cloud トライアルへようこそ！ 
このガイドでは、Sales Cloud トライアルの 
基本的な操作方法と、いくつかの具体的な 
操作手順についてご紹介します。 
さっそく使ってみましょう。
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[はじめよう！ ] タブ – このタブには、Sales Cloud トライアルの操作手順を 
わかりやすく説明した動画 (英語) やチュートリアルが用意されています。

タブ
取引先責任者や商談といった 
各種の情報は、タブを 
切り替えることで簡単に確認
できるようになっています。

[ヘルプ & トレーニング] リンク
特定のトピックのヒントを見つけたり、 
カスタマーコミュニティに質問したりしたい場合は、
このリンクからヘルプポータルに移動できます。

Sales Cloud トライアルの操作方法
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[取引先責任者] タブ – このタブでは、取引先企業の担当者のさまざまな情報を追跡 
できます。

レポート 
各タブに、そのデータに関連する 
組み込みレポートへのクイックリンク
が用意されており、そこから簡単に 
レポートを生成できるようになってい 
ます。

ビュー
ビューを使用すると、任意の条件に当てはまる 
データのみを表示させることができます。
Salesforce では、タブごとにあらかじめ 
いくつかのビューが用意されているほか、独自の 
カスタムビューを作成することも可能です。

ツール 
取引先責任者の 
インポートなど、 
特定のタスクを 
実行するのに便利な
ツールへのリンクが
用意されています。

Sales Cloud トライアルの操作方法



5

取引先責任者レコード – 取引先責任者の名前をクリックすると、役職、電話番号、 
メールなど、その人物に関して把握しているあらゆる情報を表示できます。また、 
カスタム項目を作成して、業務上必要と思われる情報を追跡することもできます。

ソーシャル情報へのリンク
Twitter フィードなど、ソーシャルネットワーク上に 
公開されている取引先責任者の情報を Salesforce から 
直接、確認することができます。

取引先責任者の詳細 
取引先責任者レコードでは、 
取引先責任者に関するあらゆる 
情報を表示したり、直接編集 
したりすることができます。

取引先責任者との 
やりとりの履歴
この関連リストには、メール、
電話、会議、キャンペーン、
ファイル送信など、自分や同僚
がこの取引先責任者と行った 
すべてのやりとりが記録され、 
必要な情報をすばやく確認 
できるようになっています。

Sales Cloud トライアルの操作方法
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取引先レコード – Salesforce では、現在取引している企業や、過去に取引があった 
企業を「取引先」と呼びます。取引先には、個々の取引先責任者や商談が関連付け
られています。

取引先とのやりとりの履歴
自分や同僚がこの取引先と行ったすべてのやりとりが 
記録され、ここから重要な取引先データをすばやく 
確認できるようになっています。

ソーシャル情報へのリンク
Twitter フィードなど、ソーシャルネットワーク上に 
公開されている取引先の情報を Salesforce から 
直接、確認できます。

取引先の詳細
取引先レコードでは、取引先に 
関するあらゆる情報を表示したり、 
直接編集したりすることができます。

Sales Cloud トライアルの操作方法
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商談レコード – 商談レコードでは、セールスサイクルにおける商談の進捗状況、 
完了予定日、期待される収益など、その商談に関するあらゆる情報を追跡でき 
ます。

商談に関するやりとりの履歴
この関連リストには、メール、電話、会議、キャンペーン、
ファイル送信など、この商談に関して自分や同僚が行った 
すべてのやりとりが記録され、必要な情報をすばやく確認 
できるようになっています。

商談の詳細
商談レコードでは、商談に
関するあらゆる情報を表示
したり、直接編集したり 
することができます。

セールスプロセスの管理
商談の進捗状況や期待される収益など、 
重要な商談情報を簡単に編集できます。 
更新内容は経営予測に自動的に反映され
るので、ビジネスの状況をリアルタイム
に把握できます。

Sales Cloud トライアルの操作方法
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リードレコード – Salesforce では、展示会で知り合った見込み客や Web サイトの 
リードフォームに記入してくれた見込み客のうち、現段階では商談に結び付くと 
みなされていない見込み客のことを「リード」と定義しています。

リードとの取引の開始
リードが自社製品の購入に興味を示しており、セールスチャンス
があると評価された場合に、リードを商談に変換し、取引先責任
者、取引先、商談を作成して取引を開始します。

リードの詳細 
リードレコードでは、リードに関する 
あらゆる情報を表示したり、直接編集
したりすることができます。

Sales Cloud トライアルの操作方法
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[レポート] タブ – 主要なビジネス
指標に関するレポートを作成、 
実行できます。Salesforce に 
あらかじめ組み込まれたレポート
を利用することも、カスタム 
レポートを作成することも可能 
です。

[ダッシュボード] タブ – ダッシュ
ボードを使用すると、作成した 
レポートを視覚的にわかりやすく
表示し、ビジネスの状況を瞬時に
把握できるようになります。

[ホーム] タブ – Salesforce での 
作業の起点となる場所です。
Chatter フィードで最新の業務状況
をすばやく確認できるほか、 
ダッシュボードをカスタマイズし
て主要なビジネス指標を確認した
り、ToDo やミーティングの予定を 
追跡したりして、ビジネスの全体
像をしっかりと把握することが 
できます。

Sales Cloud トライアルの操作方法
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[Chatter] タブ – Chatter は 
企業向けのセキュアな非公開型 
コラボレーションプラットフォーム
です。同僚と共同でプレゼンテー
ションを作成したり、グループで 
取引を成立させたり、ビジネス上の
重要な問題に対応したりするなど、
複数の担当者が共同で取り組むこと
で業務を効率化させることができ 
ます。

[ファイル] タブ – Salesforce 上に
直接ファイルを保存し、保存した
ファイルを同僚やお客様と 
共有することができます。また、 
ファイルにコメントを付けたり、
バージョン管理を行ったりできる
ほか、内容が更新された場合に 
通知を受け取ることもできます。

Sales Cloud トライアルの操作方法
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1. 取引先タブをクリックします。(取引先タブ上で右クリックして、ブラウザの別
タブに画面を表示させることをおすすめします。)

取引先タブでは、複数の「ビュー」でリスト管理をすることができます。 

ここではすべての取引先を選んで Go! をクリックして、リストを表示してみま
しょう。

2. 取引先リストが表示されます。現在はサンプルの取引先が 3 社登録されていま
す。ここでは「(サンプル) 株式会社セールスフォース・ドットコム」をクリッ
クして、取引先情報を参照してみましょう。

取引先情報のページでは、電話番号や FAX だけでなく、さまざまな情報を管

理することができます。また、画面を下にスクロールすると、関連リストとし
て、取引先責任者 (名刺情報)、商談 (案件情報)、ケース (お問合せ情報)、活動
予定 (訪問予定ややることリストなどの未来の情報)、活動履歴 (訪問履歴や送信
済みメールなど過去の情報) が表示されます。

取引先責任者の「(サンプル) 佐々木 修一」をクリックし、佐々木さんの名刺情
報を確認してみましょう。

顧客情報を 
確認して 
みよう

Sales Cloud トライアルの活用方法 
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1. 商談タブをクリックします。(商談タブ上で右クリックして、ブラウザの別タブ
に画面を表示させることをおすすめします。) 

商談タブでは、複数の「ビュー」でリスト管理をすることができます。ここでは
すべての商談を選んで Go! をクリックし、リストを表示してみましょう。

2. 商談リストが表示されます。現在はサンプルの商談が 9 件登録されています。
ここでは「(サンプル) 株式会社セールスフォース・ドットコム – 機器導入 3,000

台」をクリックして、案件情報を参照してみましょう。

商談情報のページでは、金額や完了予定日 (いつ売り上げが立つ予定なのか)  

だけでなく、さまざまな情報を管理することができます。また、画面を下に 

スクロールすると、関連リストとして、取引先責任者の役割 (キーマン情報)、

活動予定 (訪問予定ややることリストなどの未来の情報)、活動履歴 (訪問履歴
や送信済みメールなど過去の情報) が表示されています。
商談のデータを日々の報告業務の一環として更新するのが、営業担当者の一般的
な使い方です。  

案件情報を
確認して 
みよう

Sales Cloud トライアルの活用方法
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1. 商談の訪問スケジュールを作成してみましょう。関連リストの活動予定から、
新規行動ボタンをクリックしてください。

2. 新規行動を作成するページに移動しました。ここでは件名だけでなく、 

訪問時間なども入力することができます。また、一般的なグループウェアとの 

大きな違いは、関連先と名前の部分です。ここでは商談から活動予定を作成 

したので、関連先に「商談の名前」が入っており、自動的に「この案件に 

関する訪問」であることがわかるようになっています。  

また、顧客管理システムと連動しているので、名前には訪問先のお客様の情報を
関連付けることができます。虫眼鏡マークをクリックしてください。

3. 検索窓が立ち上がります。訪問したお客様の名前を検索してみましょう。 

ここでは「修一」と入力して、「(サンプル) 佐々木 修一」を選択します。

訪問情報を 
入力して 
みよう

Sales Cloud トライアルの活用方法
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4. これで名前に訪問先のお客様情報が入りました。保存ボタンをクリックします。

商談の関連リストの活動予定に訪問予定の情報が登録されました。これで「こ
の案件に関連して、佐々木さんを訪問する予定である」ことが入力され、顧客管
理、案件管理、行動管理の 3 つが同時にできるようになりました。

1. ダッシュボードタブをクリックします。(ダッシュボードタブ上で 

右クリックして、ブラウザの別タブに画面を表示させることをおすすめし 

ます。) 

2. ダッシュボードに全社の案件情報がリアルタイムに表示され、ドリルダウンする

ことで現場の状況を簡単に把握することができます。(サンプル) 案件管理 
ダッシュボードのグラフを読み取ってみましょう。  

全社の 
営業状況を 
確認して 
みよう

Sales Cloud トライアルの活用方法
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02 全社案件パイプライン
どのステップまで進んでいる
案件が、どの程度積みあがっ
ているかが表示されていま
す。受注確率が 100% でな
い限り、どのような案件があ
るのかを管理するのは、案件
管理の基本です。  

01 全社目標達成率
全社の目標金額に対して、 
現在どれくらいの進捗かを 
リアルタイムに把握すること
ができます。集計の期間、 
部門、目標金額などは自由に
設定することができます。

04 完了月別全社案件 
パイプライン
02 のパイプライン商談を 
今度は時間で区切りました。
将来にわたってパイプライン
が確保されているか、特定の
月に案件が偏っていないかを
分析することができます。

03 現在進行中の案件
現在受注に向けて進んでいる
案件が金額順にランキング 
されています。優先順位を 
決めるためにもこのような 
リストは常に表示しておきま
しょう。  

06 取引先業種別比率
取引先の業種項目で分析した
グラフです。特定業種に偏っ
たポートフォリオなのか、 
分散しているのかを一目で 
把握することができます。

05 見込み客リードソース
見込み客がどの媒体から 
集客されているのかがわかり
ます。新規顧客の開拓を効率
化するうえで、どこから見込
み客が来ているかを分析する
ことは重要です。  

Sales Cloud トライアルの活用方法
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1. ダッシュボード右上の「03 現在進行中の案件」の一番上の商談をクリックし
ます。

案件情報を 
更新して 
みよう

2. 商談のフェーズの最終交渉をダブルクリックします。

Sales Cloud トライアルの活用方法
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3. フェーズのプルダウンリストが表示されたら、商談成立を選び OK をクリック
します。

4. 変更された部分が黄色くなります。保存ボタンを押すと、案件の受注が関係者に
通知されます。

Sales Cloud トライアルの活用方法
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1. (サンプル) 案件管理ダッシュボードに移動して更新ボタンをクリックし、デー
タを最新の状態にします。

ダッシュボード
を更新して 
みよう

2. 01の全社目標達成率が更新されました。また商談に連動する 02、03 のグラフ
も変わったことがわかります。

Sales Cloud トライアルの活用方法
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3. Chatter タブをクリックします。(Chatter タブ上で右クリックして、ブラウザ
の別タブに画面を表示させることをおすすめします) 

社内コラボレーションサービスである Chatter に最新のダッシュボード、商談
の情報が投稿されました。

ダッシュボードの全社目標達成率が更新されています。
商談のフェーズが商談成立に変更されていることが、Chatter でもわかります。

Sales Cloud トライアルの活用方法
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いかがでしたか？ 

顧客管理、案件管理、行動管理を効率的に行うことで、多くのお客様が目標売上を 
達成しています。  

Sales Cloud なら、営業担当者が「いま何をすればいいのか」、「お客様が 
何を求められているのか」がすぐにわかります。

正式版のご購入をぜひご検討ください。  

Sales Cloud トライアルの活用方法
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