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This presentation contains forward-looking statements about the Company’s financial and operating results, which may include expected GAAP and non-GAAP 
financial and other operating and non-operating results, including revenue, net income, earnings per share, operating cash flow growth, operating margin 
improvement, expected revenue growth, expected current remaining performance obligation growth, expected tax rates, stock-based compensation expenses, 
amortization of purchased intangibles, shares outstanding, market growth, environmental, social and governance goals, expected capital allocation, including 
mergers and acquisitions (such as the proposed acquisition of Slack Technologies, Inc.), capital expenditures and other investments, expectations regarding 
closing contemplated acquisitions and contributions from acquired companies. The achievement or success of the matters covered by such forward-looking 
statements involves risks, uncertainties and assumptions. If any such risks or uncertainties materialize or if any of the assumptions prove incorrect, the Company’s 
results could differ materially from the results expressed or implied by the forward-looking statements it makes.  The risks and uncertainties  referred to above 
include those factors discussed in Salesforce’s reports filed from time to time with the Securities and Exchange Commission, including, but not limited to: risks 
associated with our ability to consummate the proposed Slack Technologies, Inc. transaction on a timely basis or at all; our ability to successfully integrate Slack 
Technologies, Inc.’s operations; our ability to realize the anticipated benefits of the proposed transaction; the impact of Slack Technologies, Inc.’s business model 
on our ability to forecast revenue results; disruption from the transaction making it more difficult to maintain business and operational relationships; the impact of, 
and actions we may take in response to, the COVID-19 pandemic, related public health measures and resulting economic downturn and market volatility; our 
ability to maintain service performance and security levels meeting the expectations of our customers, and the resources and costs required to avoid unanticipated 
downtime and prevent, detect and remediate performance degradation and security breaches; our ability to secure and costs related to data center capacity and 
other infrastructure provided by third parties; our reliance on third-party hardware, software and platform providers; the effect of evolving domestic and foreign 
government regulations, including those related to the provision of services on the Internet, those related to accessing the Internet, and those addressing data 
privacy; current and potential litigation involving us or our industry, including litigation involving acquired entities such as Tableau; regulatory developments and 
regulatory investigations involving us or affecting our industry; our ability to successfully introduce new services and product features, including any efforts to 
expand our services beyond the CRM market; the success of our strategy of acquiring or making investments in complementary businesses and strategic 
partnerships; our ability to compete in the market in which we participate; the success of our business strategy and our plan to build our business; our ability to 
execute our business plans; our ability to continue to grow unearned revenue and remaining performance obligation; the pace of change and innovation in 
enterprise cloud computing services; the seasonal nature of our sales cycles; our ability to limit customer attrition and costs related to those efforts; the success of 
our international expansion strategy; the demands on our personnel and infrastructure resulting from significant growth in our customer base and operations; our 
dependency on the development and maintenance of the infrastructure of the Internet; our real estate and office facilities strategy and related costs and 
uncertainties; fluctuations in, and our ability to predict, our operating results and cash flows; the variability in our results arising from the accounting for term 
license revenue products; the performance and fair value of our investments in complementary businesses through our strategic investment portfolio; our ability 
to protect our intellectual property rights; our ability to develop our brands; the valuation of our deferred tax assets and the release of related valuation allowances; 
uncertainties regarding our tax obligations in connection with potential jurisdictional transfers of intellectual property; uncertainties regarding the effect of general 
economic conditions; and risks related to our debt and lease obligations.
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Today’s Agenda

1. Salesforce認定資格とは︖
2. 試験概要紹介
3. 試験対策模擬授業+演習問題
4. 資格取得に向けた学習⽅法
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出⾝

愛知県⼀宮市⽣まれ（川崎市⾼津区在住）

趣味
楽器演奏（クラリネット）・オンライン英会話
フィットネスクラブ・オンラインヨガ

Salesforce所有資格

◇Salesforce認定アドミニストレーター
◇Salesforce認定上級アドミニストレーター
◇Salesforce認定Sales Cloud コンサルタント
◇Salesforce認定Service Cloudコンサルタント
◇Salesforce認定Community Cloudコンサルタント
◇Salesforce認定Platformアプリケーションビルダー



1. Salesforce認定資格とは︖



認定資格制度について

認定資格を所有することで、Salesforce製品を使⽤する上で必要な
スキルを所有していることを証明することができます。スキルを証明できる

認定資格は世界標準で提供されています。⽇本で資格を取得した場
合でも、グローバル基準の同⼀の資格保有者として認定されます。グローバル標準

認定資格はSalesforce製品のアップデートに対応しています。その
ため、資格所有者は最先端の機能知識とスキルを証明できます。常に最新



認定アドミニストレーターの位置づけ

基本資格 上位資格

認定アドミニストレーター 認定上級アドミニストレーター

認定Field Service 
Lightningコンサルタント

認定Sales Cloudコンサルタント

認定Service Cloud
コンサルタント

認定Community Cloud
コンサルタント

上級資格を取るためには
基本資格の取得が必須



2.認定アドミニストレーター
試験概要紹介



試験概要

l 多肢選択/複数選択⽅式の60問
l 合格点 : 65% 
l 受験料 : 20,000円 （税抜）
l 所要時間 : 90分
l 出題範囲 : 12単元から出題
l 詳しくは公式Webページで。
l (Salesforce 資格⼀覧で検索)

標準オブジェクトとカスタムオブジェク(14%)

マーケティングアプリケーションと
営業アプリケーション(14%)

セキュリティとアクセス(13%)

公式の受験ガイドを確認する
ことは⼤事!誤った学習⽅法
をしてしまう恐れも…



3.認定アドミニストレーター
試験対策模擬授業+演習問題
Ø セキュリティとアクセスより
Ø 出題割合︓13%
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❶ログイン(組織)レベル
◆プロファイル（IPアドレス制限、時間帯制限）
組織にログインできるかどうか決める(salesforceログインページから)

❷オブジェクトレベル
◆プロファイル（オブジェクト権限）と権限セット
※オブジェクトに対するアクションを決める（プロファイル・権限セットの加算）
オブジェクト権限は4つ（作成・参照・編集・削除）⇒ボタンの表⽰はこれに連動。

❸レコードレベル
◆デフォルトの所有者・共有モデル
所有者（フルアクセス）＋共有モデル（組織の共有設定で制限・その他で解放）
共有モデル（組織の共有設定、ロール階層、共有ルール、⼿動（直接）共有/チーム）

❹項⽬レベル
◆プロファイル（項⽬レベルセキュリティ）
どの項⽬を誰に参照・編集させるかを決める。

❶❷❸❹は厳しい⽅が適応

❶○❷○❸×❹○ = ×
❶○❷×❸○❹○ = ×
❶○❷○❸○❹○ = ○

セキュリティ全体像



1. ログイン時間帯やIPアドレスを制限する

ログイン時間帯やIPアドレスを制限するには、どこで設定しますか︖

ポイント
• ログインの制限は プロファイルごとに設定し、制限がかけられます
• 制限時間になるとセッションは強制的に終了し、保存していない情報は失われます
• ネットワークアクセスの「信頼済みIP範囲」ではセキュリティの緩和を組織全体に対して⾏います

ログインの問題の鉄則）
プロファイルのログイン時間帯やIPアドレス制限は絶対。
ログインできそうに思える条件が他にあっても、プロファイルでログイ
ン制御されていたら絶対ログインできません。

授業内補⾜



組織の信頼済みIPアドレスリストの作成

管理者が組織の信頼済みIPアドレス範囲を⼿動で追加することにより、
ユーザは有効化プロセスを回避できます

メモ︓ユーザはこの範囲外のIPアドレスからでも、有効化プロセスを介してログインできます

引っ掛け問題で使われやすい

有効化プロセス︓メールで送信される確認
コードを使⽤して、本⼈確認を⾏う機能。

授業内補⾜



2. プロファイルと権限セットによるユーザの制御を理解する

プロファイルで制御できる機能を説明してください

ポイント
• 割り当てアプリケーション、タブ設定、オブジェクトや項⽬へのアクセス権や実⾏権限を制御します
• 特定のユーザに追加のアクセス権を付与したい場合には、権限セットを利⽤します

設定
(ユーザに表⽰される項⽬)

アプリケーション

タブ

レコードタイプ

ページレイアウト

項⽬

権限
(ユーザが実⾏できる操作)

管理者
(アプリケーションのカスタマイズなど)

⼀般ユーザ
(レポートや⼀括メール送信の実⾏など)

標準オブジェクト
(リードの作成など)

カスタムオブジェクト
(職種の編集など)

システム権限

オブジェクト権限

Ø １ユーザ←１プロファイル(複数NG)
Ø 全てのユーザに割り当てられている!

授業内補⾜



権限セット
権限セットは特定ユーザのプロファイル権限に対する更なる権限の追加を許可します。
各ユーザのアクセス権はユーザプロファイルとユーザレコードに割り当てられたすべての権限セットを
加算した結果によって決まります

+ + =
プロファイル 権限セット1

ユーザの
アクセス権権限セット2

クリックパス: 設定 | ユーザ | 権限セット

Ø 権限セットは機能拡張のためにある
→権限セットによって、権限の制限をかけることは出来ない。
→権限セットは１ユーザに対して複数割り当てることが出来る。

授業内補⾜



3.認定アドミニストレーター
試験対策模擬授業+演習問題
Ø 「セキュリティとアクセス」より
Ø 出題割合︓13%



Thank You

演習問題No.1 （Thinking time : 45 sec）

あるユーザがSalesforceにログインするとき、そのIPアドレス
が組織の信頼済みIPアドレスの範囲内であるが、ユーザのプロ
ファイルのログインIP範囲外である場合どうなりますか︖

1.ユーザは⼀切ログインできない
2.ユーザはコンピュータを有効にした後ログインできる
3.ユーザはコンピュータを有効にせずにログインできる
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Thank You

演習問題No.1
答え 1.ユーザは⼀切ログインできない

解説

ログインの問題の鉄則）
プロファイルのログイン時間帯やIPアドレス制限は絶対です。

組織の信頼済みIPアドレス範囲はあくまでも有効化プロセス（メ
ール等で本⼈確認を⾏う機能）を回避できるものである。
“信頼済み”という⾔葉に惑わされやすいが、この範囲内であった
としても、プロファイルで制限されていたらログインできない。



Thank You

練習問題No.2 （Thinking time : 60sec）

ユニバーサルコンテナ社では⼀部ユーザのみが取引先にアクセスできるよう設定されて
います。営業担当者は取引先に対する「参照」アクセス権が必要です。その内2⼈は「編
集」アクセス権も必要です。営業担当者のアクセス権をどのように設定すべきですか? 

1.「取引先の参照」アクセス権⽤の共有ルールと、特定のユーザに「編集」アクセ
ス権を付与するための別の共有ルールを作成する。

2.「取引先の編集」アクセス権を付与するプロファイルと、「参照」アクセス権を
特定のユーザに制限する権限セットを作成する。

3.「取引先の編集」アクセス権を特定のユーザに付与する権限セットを作成し、標
準ユーザプロファイルを変更する。

4.「取引先の参照」アクセス権を付与するプロファイルと、「取引先の編集」アク
セス権を特定のユーザに付与する権限セットを作成する。
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Thank You

練習問題No.2
答え 4.「取引先の参照」アクセス権を付与するプロファイルと、
「取引先の編集」アクセス権を特定のユーザに付与する権限セットを作成する。

解説
「アクセス権」を付与するには、オブジェクトレベルでのプロフ
ァイルと権限セットを使います。（１は共有ルールなので✖）
プロファイルで営業担当者に「参照」権限を与えたのち、2⼈の
ユーザに権限セットで追加の「編集」アクセス権を付与します。
権限セットは、機能拡張であり、権限を制限することはできない
ので、４が正解となります。



4.資格取得に向けた学習⽅法



代表的な学習⽅法は、2種類

ポイントスタディ
（試験対策講義）

Certification 
Days

前提条件

管理１(5⽇コ
ース)受講済

または同等の
知識がある

費⽤ コースコンテ
ンツ配布

出題範囲
網羅率

有償

無償

あり

なし

8時間半の講義
ほぼ全て網羅

5時間の講義
6割程度カバー

（2021年時点）※Certification Daysは、無料の資格対策ウェビナーです。
「資格対策 Certification Days」で検索︕



ポイントスタディ
（試験対策講義）

Certification 
Days

合格までの道のり

受講したノートで勉強
受験ガイドを確認し、
対象外範囲洗い出す

配布テキストを覚える
演習問題を何周も解く

実際に組織を触る

Trailheadを活⽤し、
範囲外の箇所を重点的に

苦⼿な範囲を
Trailheadで学習

１.セミナー受講２.Trailhead３.実環境に触れるの３点が合格の鍵
認定アドミニストレータ資格対策 Trailmix は必⾒

会社の学習⽀援制度があるなら、活⽤しない⼿はないですね︕



Thank You


