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SALESFORCE 認定 SALES CLOUD コンサルタントプログラムにつ

いて 

Salesforce 認定 Sales Cloud コンサルタントプログラムは、お客様と直接関わる役割を担い、

Salesforce Sales Cloud ソリューションを実装した経験があるコンサルタントを対象としています。

Salesforce 認定アドミニストレーター試験に合格して Salesforce アプリケーションの管理と設定

の経験があることを証明された方を対象とします。Salesforce 認定 Sales Cloud コンサルタント

は、お客様のビジネス要件を満たし、保守可能で拡張性があり、お客様の長期にわたる成功に貢

献する Sales Cloud ソリューションの設計および実装を成功させることができます。 
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セクション 1.  受験ガイドの目的 

この受験ガイドは、Salesforce 認定 Sales Cloud コンサルタント試験に合格する準備として必要

なことを確認していただくために作成されています。このガイドでは、認定プログラム、推奨ト

レーニングおよび資料、試験の目的に関する詳細なリストなど、受験者が合格点に到達するため

に役立つ情報をご紹介します。Salesforce.com では、合格の可能性を高めていただくために、実

務経験と自己学習を組み合わせることを強く推奨します。 
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セクション 2.  対象者について: SALESFORCE 認定 SALES CLOUD  

コンサルタント 

Salesforce 認定 Sales Cloud コンサルタントは Salesforce アプリケーションを使用して、お客

様のビジネスプロセスと要件をサポートするソリューションを設計し、リリースします。コンサ

ルタントは、Sales Cloud 機能を最適化するソリューションの設計経験があり、お客様の組織内

でのソリューションの実装を主導できます。コンサルタントは、営業およびマーケティング組織

と連携して取り組んだ経験があり、一般的なお客様のシナリオに沿って複数のアプリケーション

を実装するために必要な知識など、Salesforce アプリケーションの専門知識も持っています。 

Salesforce 認定 Sales Cloud コンサルタントは、特に Salesforce の自動化を得意とし、クラウ

ドコンピューティング実装コンサルタントとして専門知識を発揮したい方に向いています。

Salesforce 認定 Sales Cloudコンサルタントは、シニアビジネスアナリストとして 2 ～ 5 年の経

験があり、以下のようなスキルを身につけています。 

 コンサルティングを実践できる体系的なスキルセット 

 Sales Cloud 導入プロジェクトのライフサイクル管理経験  

 分析と問題解決の高度なスキル 

 Salesforce 製品ラインの深い知識  

 インターネット技術とクラウドコンピューティングの確実な理解 

 データ管理とデータベース概念の確実な理解 

 ソフトウェア開発のライフサイクルの深い知識 

 次の能力があること   

 ソリューションの設計と実装を成功させる 

 リスクの予測と軽減 

 お客様の期待に応えて管理する 

 顧客満足度を向上させる 

 効果的なビジネスソリューションを一貫して提供する 

 ソリューション提供と発生する問題の管理  

 拡張性があり保守可能なソリューションの構築  

 変更管理を設定して、長期にわたってソリューションを成功させる 

 問題のトラブルシューティングと解決 

 お客様の問題の優先順位付けとエスカレーション 
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セクション 3.  試験について  

Salesforce 認定 Sales Cloud コンサルタント試験の詳細は次のとおりです。 

 内容: 多肢選択/複数選択方式の 60 問* 

 試験の所要時間: 105 分 

 合格点: 68% 

 受験料: 20,000円（税抜） 

 参考資料: 試験中は、印刷物やオンライン資料は参照できません。 

 受験方法: 試験会場で実施される監督付き試験。 

 前提条件: Salesforce 認定アドミニストレーター資格 

 注意: 

o 問題と解答を考えるときは、Lightning Experience または Salesforce Classic の

いずれかで利用できる機能も含め、現在利用可能なすべての機能を検討してくだ

さい。 

*Salesforce 認定試験では、試験問題の改善に関するデータ収集のため、試験の中で点数に関係

のない質問をすることがあります。点数に関係のない質問は、評価対象の 60 問の試験問題とは

別に出題され、試験の最終的な点数には影響しません。 
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セクション 4.  推奨トレーニングと参考資料 

この試験の準備として、Salesforce University では、実践経験、トレーニングコースの修了、

Trailhead トレイル、この受験ガイドの試験範囲セクションに示す分野の自己学習を組み合わせ

ることを推奨します。 

総合的なトレーニングのリストについては、Salesforce 認定に関するガイドをこちら (英語) か

らダウンロードしてください。  

集合研修に申し込む、またはオンライントレーニングを開始するには、Salesforce アプリケー

ションの画面右上 (ログインが必要) の [ヘルプ & トレーニング] リンクをクリックして、必要な

コースを検索してください。Salesforce を利用されていないお客様は、こちらから集合研修コー

スにお申し込みいただけます。 

 

この試験では、次の集合研修トレーニングを推奨します。 

o 集合研修トレーニング: SalesCloud管理 アドバンス 

o 集合研修トレーニング：認定 Sales Cloudコンサルタント試験ポイントスタディ 

 

オンラインのドキュメント、ヒント集、ユーザガイドを参照するには、受験ガイドの試験範囲セ

クションに示されているトピックを検索し、これらのトピックに関連する情報を学習することを

推奨します。ドキュメント、ヒント集、ユーザガイドは、[ヘルプ & トレーニング] からもアクセ

スできます。また、PDF 形式のドキュメントをこちらから入手できます。 

Trailhead トレイルにはこちらからアクセスできます。 

  

https://www.salesforce.com/form/services-training/certification-journey-ebook.jsp
http://www.salesforce.com/jp/services-training/education-services/training/course-flow/#List
https://resources.docs.salesforce.com/206/latest/ja-jp/sfdc/pdf/sf.pdf
https://trailhead.salesforce.com/ja/
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セクション 5.  試験範囲 

Salesforce 認定 Sales Cloud コンサルタント試験では、以下の目的に関する受験者の知識とスキ

ルを評価します。受験者は、Sales Cloud ソリューション実装の実践経験と、次の各機能を実際

に利用した経験が必要です。 

 

業界の知識 

 営業指標、KPI、経営課題に影響する要素を説明する 

 一般的な営業プロセスと主要な考慮事項を説明する 

 

実装戦略 

 与えられたシナリオに従って、コンサルティング契約につなげる方法を判断する 

(計画、要件収集、設計、作成、テスト、ドキュメント化) 

 与えられたシナリオに従って、適切な営業展開に関する考慮事項を判断する 

 与えられたシナリオに従って、Sales Cloud 実装プロジェクトの成功を見積もる 

 

SALES CLOUD ソリューションの設計 

 与えられた複数の要件に従って、リードから始まり、商談、見積、成約にいたるま

での営業プロセスを設計する 

 与えられたシナリオに従って、お客様の要件を分析し、機能、制限、設計の妥協点

を考慮して、適切なソリューション設計を判断する 

 与えられたシナリオに従って、リードの取引開始プロセスの設計時に適切なアプ

ローチを特定する  

 営業プロセス設計時の実装の考慮事項を説明する(入力規則、プロセスビルダー、自

動化、レコードタイプ、ページレイアウト、ワークフロー、Visual Workflow、トリガ) 

 与えられたシナリオに従って、カスタムアプリケーション開発またはサードパー

ティアプリケーションを組み込むタイミングを判断する 

 取引先および商談チームの適切な使用例と、営業ロール、表示、アクセス、レポー

ト作成に与える影響を説明する  

 エンタープライズテリトリー管理の機能と使用事例を説明する 

 注文実装時の機能、使用事例、設計上の考慮事項を説明する 

 営業プロセスに関連する Salesforce1 の機能、使用事例、設計上の考慮事項を説明

する 

割合 

5% 

割合 

6% 

割合 

25% 
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マーケティングとリード 

 マーケティング機能を使用して営業プロセスをサポートする方法を説明する 

 与えられたシナリオに従って、リードスコアリングの適切な方法とリード評価の基

準を推奨する 

 リードデータの品質を管理するベストプラクティスを説明する 

 

取引先と取引先責任者の管理 

 ソーシャル取引先と取引先責任者の使用事例と設計上の考慮事項を特定する  

 取引先および取引先責任者レコードの所有権によって、商談や活動などの関連する

営業情報の表示を変更する方法を説明する 

 取引先と取引先責任者の関係を作成するさまざまな方法を説明する 

 関連取引先があることによる影響を説明する 

 データ拡充ツールを使って取引先と取引先責任者のデータを取り込み、維持する方

法を説明する 

 個人取引先実装の使用事例と影響を説明する 

 

商談の管理 

 与えられた複数の要件に従って、さまざまな営業プロセスシナリオをサポートする

方法を判断する 

 与えられたシナリオに従って、営業フェーズ、売上予測、パイプラインの関係を判

断する 

 商談と納入商品、商品品目とスケジュール、価格表、見積、契約、キャンペーンな

どの関係を説明する 

 与えられた複数の要件に従って、適切な売上予測ソリューションを判断する 

 マルチ通貨の商談に与える影響を説明する 

 

割合 

15% 

割合 

12% 

割合 

7% 
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営業の生産性 

 与えられたシナリオに従って、営業の生産性と採用度を上げて測定するための主な

機能を判断する 

 メールおよび生産性ツールを使用する場合の使用事例と考慮事項を特定する 

 与えられたシナリオに従って、営業の生産性を向上させる適切なモバイルソリュー

ションを特定する 

 営業プロセスで Chatter によりコラボレーションを可能にする方法を説明する 

 営業プロセスでコンテンツを使用する場合と Chatter ファイルを使用する場合の使

用事例とベストプラクティスを説明する 

 営業の生産性に関する Work.com の機能と使用事例を説明する 

 

コミュニティとサイトの管理 

 営業プロセスにおけるコミュニティとサイトの使用事例を説明する(カスタマー、

パートナー、アイデア、Force.com サイトなど) 

 コミュニティの有効化が与える影響を特定する 

 

SALES CLOUD 分析 

 与えられた複数の指標目標に従って、適切なレポート、ダッシュボード、または 

レポートスナップショットソリューションを判断する  

 レポートとダッシュボードにマルチ通貨を実装する場合の考慮事項について 

説明する 

 

連携とデータ管理 

 Sales Cloud 実装に共通する連携の使用事例と考慮事項を説明する 

 Sales Cloud におけるデータ移行の使用事と考慮事項を説明する  

 与えられたシナリオに従って、データとトランザクション量が多いことによる影響

と設計上の考慮事項を分析する 

 

 

割合 

12% 

割合 

5% 

割合 

8% 

割合 

5% 
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セクション 6.  サンプル問題 

以下の問題は、Salesforce 認定 Sales Cloud コンサルタント試験のサンプル問題です。問題はあく

まで出題形式に慣れていただくためのものであり、試験に合格するかどうかを判断するための問題

ではありません。実際の問題の難易度は、以下のサンプル問題とは異なる場合があります。 

 

1. ユニバーサルコンテナ社は大企業に買収され、新しい親会社に対し毎月売上予測の情報を提

供する必要があります。 

新しい親会社はどのデータを検討すればよいですか？ 

答えを 1 つ選んでください。 

 

A. ユーザログイン履歴のダッシュボード 

B. 作成された新規リードレコードの数 

C. 商談に関連付けられた活動の数 

D. 月別にまとめられた商談パイプラインレポート 

 

2. ある取引先の請求先住所が変更されたときに、関連するすべての取引先責任者レコードの郵

送先住所に新しい住所を反映させる必要があります。 

この要件はどのようにして満たせますか？ 

答えを 1 つ選んでください。 

 

A. 取引先にワークフロールールを作成する 

B. 取引先責任者にワークフロールールを作成する 

C. プロセスビルダーを使用して取引先にプロセスを作成する 

D. 取引先責任者に トリガを作成する 

 

3. ユニバーサルコンテナ社では、Salesforce を使用して非公開の共有モデルを設定しています。

サムの上司は営業マネージャのジョンです。サムは ABC 社の取引先レコードを所有し、

ABC 社の商談を作成しました。財務チームにはすべての取引先と商談を参照できる共有ルー

ルが設定されています。  

データの参照について正しい記述はどれですか？   

答えを 1 つ選んでください。 

 

A. ジョンとサムは同じデータをすべて参照できる  

B. ジョンはサムのデータをすべて参照できるが、サムはジョンのデータを参照することは

できない 

C. サムの商談を参照するには、財務チームを営業チームに追加する必要がある 

D. サムの商談を参照するには、ジョンを営業チームに追加する必要がある  
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4. ユニバーサルコンテナ社は業務を海外にまで広げ、新たに 5 か国の通貨を処理する新価格表

を作成しました。営業担当者が商談に商品を追加しようと新価格表の 1 つを選択しましたが、

利用可能な商品がありません。  

この問題をトラブルシューティングする場合、何を確認すればよいですか？ 

答えを 1 つ選んでください。 

 

A. 商談の商品品目が有効になっていることを確認する 

B. 商品がその営業担当者の役割で共有されていることを確認する 

C. 古い価格表がその営業担当者に対して無効になっていることを確認する 

D. 商品と通貨がその価格表と関連付けられていることを確認する 

 

5. ユニバーサルコンテナ社の営業管理では、承認済みの商品ドキュメントに代理店パートナー

が簡単にアクセスできるようにする必要があります。資料の改訂や更新についても、パート

ナーに通知する必要があります。 

これらの目標は Salesforce でどのようにして達成できますか？ 

答えを 1 つ選んでください。 

 

A. パートナーコミュニティのコンテンツを有効化し、パートナーユーザに対してコンテン

ツメールアラートを有効化する 

B. パートナーコミュニティの [ドキュメント] タブを有効化し、パートナーユーザに対して

メールアラートを有効化する 

C. パートナーの取引先責任者ページレイアウトにコンテンツ関連リストを追加し、コンテ

ンツ配信を有効化する 

D. パートナー取引先ページレイアウトにコンテンツ関連リストを追加し、コンテンツ配信

を有効化する 
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セクション 7.  サンプル問題の解答 

1. D 

2. C 

3. B 

4. D 

5. A 
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セクション 8.  認定資格の更新 

Salesforce の資格を保有する利点の 1 つに、新製品のリリースについて常に最新の情報を入手で

きることが挙げられます。リリース試験は、優秀な Salesforce 認定エキスパートであるために

必要とされる最新の情報を受験者が有することを確認する目的で実施されます。 

この資格を維持するには、オンラインで提供される Salesforce 認定アドミニストレーターのリ

リース試験に合格する必要があります。リリース試験の目的、出題数、要件および費用に関する

情報については、こちら を参照してください。 

Salesforce 認定資格保持者の方には、リリース試験の準備が整いましたらお知らせいたします。 

 

アメリカ: 

www.salesforce.com/training 

電話: 1-877-TRAIN10 

Email: educationcoordinator@salesforce.com 

にほ: 

www.salesforce.com/jp/services-

training/education-services/training/ 

電話:  03-4222-0710 

Email: jtraining@salesforce.com 

 

EMEA: 

www.salesforce.com/eu/training 
Email: trainingEMEA@salesforce.com 

/SalesforceUniversity 

@SalesforceU 

 

SALESFORCE UNIVERSITY について 

Salesforce University は、お客様の組織の Salesforce 環境の管理、開発、利用に役立つコースおよび認定制度の総合的なカタ

ログをご用意しています。チーム全体向けにカスタマイズされたプライベートコースを必要とされる場合も、徹底的な集合研

修に個人での参加を要望される場合も、Salesforce University が、成功のためのジャーニーの次のステップに導きます。

Salesforce への投資効果を最大限まで高められるようお手伝いいたします。いますぐお問い合わせください。 

http://www.salesforce.com/jp/services-training/education-services/cert/release-exam.jsp

