
Partner Online Training  

Start Guide 



Partner Online Trainingとは 

セールスフォース・ドットコムのパートナープログラムベネフィットとしてご提供するSalesforce

の無料オンライントレーニングコンテンツです。 

認定Sales Cloudコンサルタント、認定Service Cloudコンサルタント資格のための学習リ
ソースとしてご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: ご利用いただくためには、パートナートレーニング用ユーザアカウントが必要になります。 

:: ユーザ名は、@partnertraining.comという形式です。 

:: パートナーポータルユーザ名ではご利用いただけません。 

:: アカウント発行するためには、パートナーポータルから‘Sign Up’ ボタンをクリックします。 

 
※ Partner Online Trainingは、Premier Success Planにご契約のエンドユーザーと同様のコンテンツにな
ります。オンライントレーニングコンテンツ（“コンテンツ”）は、Salesforce.comの機密情報であり、コピーや変
更、または開示または認定パートナーユーザー以外の誰にも配布することはできません。コンテンツの利用
にあたっては、貴社とSalesforce.comとの間のパートナープログラム契約書が適用されます。 セールス
フォース・ドットコムの単独の裁量により、いつでもコンテンツまたはその一部を提供しなくなる可能性があり
ます。 



Partner Online Training  －サインアップ（ﾊﾟｰﾄﾅｰﾎﾟｰﾀﾙ）－ 

Partner Online Training 

Signupをクリック 

パートナーポータルにログインして、Home画面から、Partner Online Training Signup

をクリックします。 

https://na1.salesforce.com/apex/PP2TrainingLeadPage?p=PP_OnlineTrainingSignup
https://na1.salesforce.com/apex/PP2TrainingLeadPage?p=PP_OnlineTrainingSignup


Partner Online Training  －サインアップ（ﾊﾟｰﾄﾅｰﾎﾟｰﾀﾙ） － 

Signupをクリック 

初回のSignupが完了済みの場
合はaccess the online catalog

からログイン画面にアクセス
可能です。 

※Signupをクリックするとパート
ナーポータルに登録されている
メールアドレスに次のページメー
ルが届きます 

Sign upボタンをクリックします。 

https://na1.salesforce.com/apex/PP2TrainingLeadPage?p=PP_OnlineTrainingSignup
https://help.salesforce.com/apex/HTTrainingCatalog


送信元：support@salesforce.com  

件名：Salesforce.com password confirmati on 

---------------------------------------- 

Your Login Is Enclosed. 
 

Dear 山田 太郎, 
 

Welcome to Salesforce! Your user name and temporary password are below: 
 

User Name: sfinternal303@partnertraining.com 

Password: Set the first time you login 
 

Log in automatically by clicking 

https://login.salesforce.com/?c=l14m456yenLcMj6Ky5cni.XOfU6Yx6pvH2MmU9ngqT1NNdRGT1_mtYOuYqG0EWGAiX6

mJ4_ 
 

If you experience problems with the above link, please contact your salesforce.com administrator for assistance. 
 

 

You'll be asked to choose a password when you first log in. Note that passwords are case sensitive. 

Make sure to choose a password question and answer that you will easily remember since you will use this information in 

the future should you forget your password. 

Any administrator in your organization can reset your password. Please keep this email for future reference should you 

have any password problems. 
 

 

Once again, welcome to Salesforce. 
 

 

salesforce.com 

The Landmark @ One Market, Suite 300 

San Francisco, CA 94105 

Phone: (415) 901-7000 

Fax: (415) 901-7040 

http://www.salesforce.com/us/ 

Partner Online Training  －サインアップ（メール受信） － 

リンクをクリック 

パートナーポータルに登録されているメールアドレスにメールが届き、リンクをクリックします。 

今後もログイン時にご利用に
なるUsernameです。 

https://login.salesforce.com/?c=l14m456yenLcMj6Ky5cni.XOfU6Yx6pvH2MmU9ngqT1NNdRGT1_mtYOuYqG0EWGAiX6mJ4_
https://login.salesforce.com/?c=l14m456yenLcMj6Ky5cni.XOfU6Yx6pvH2MmU9ngqT1NNdRGT1_mtYOuYqG0EWGAiX6mJ4_


Partner Online Training  －サインアップ（パスワード設定） － 

新しいパスワードを入力 

上記、新しいパスワードを
もう一回入力 

質問を選択 

質問の回答を入力 

Saveをクリック 

新しいパスワードを設定します。 



Partner Online Training  －サインアップ（ﾊﾟｰﾄﾅｰﾎﾟｰﾀﾙ） － 

Login to Partner Online Training

をクリック 

パートナーポータルからLogin to Partner Online Trainingをクリックします。 



Partner Online Training  －サインアップ（ログイン） － 

～@partnertraining.comのアカウ
ントと設定した新しいパスワードを
入力してLoginをクリック 

https://login.salesforce.com/?lt=help&startURL=%2Fapex%2FHTTrainingCatalog 

以下URLから～@partnertraining.comのUsernameと設定した新しいパスワードでログイン
します。URLをブックマークして次回以降のログインにお使いください 

 

何らかの理由で上記URLよりアクセス出来ない場合には、 

こちらのアドレスhttps://login.salesforce.com/?lt=helpからログインを試みてください。 

https://login.salesforce.com/?lt=help&startURL=/apex/HTTrainingCatalog
https://login.salesforce.com/?lt=help


Partner Online Training  －操作方法－ 

日本語コンテンツは、Japaneseを選択してください。 

「Japanese」を選択し、Update Searchをクリック  「Japanese」を選択し、Update Searchをクリック  



「View My Courses」タブ 
自身が実施しているコースに関する情報を参照可能です。 

「Track My Training」タブ 
自身が完了したコースの履歴情報を参照可能です。 

「Find a Course」タブ 
全オンラインコースを３つの条件（商品、ロール、言語）で絞り込んで検索可能です。 

オンライントレーニングには３つのタブがあり、検索・実施、実施・完了状況が参照可能です。 

Partner Online Training  －操作方法（タブ）－ 



＋クリックすると、コース内
容の概要を確認できます。 

リンクをクリックすると 

コースが開始します。 

オンライントレーニングカタログ内のコンテンツの絞り込み、コース内容詳細の確認、コース
の開始の方法は以下の通りです。 

▼をクリックすると表示列の追加、該当
列のソートが可能です。 

Partner Online Training  －操作方法（ソート、コース開始）－ 

プロダクト、
ジョブロール
の絞り込みが
可能です。 

プロダクト、
ジョブロール
の絞り込みが
可能です。 



ポップアップブロックは
本サイトでは有効にして
ください。 

Partner Online Training  －操作方法（ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟｳｨﾝﾄﾞｳ）－ 

ポップアップでトレーニングコンテンツが立ち上がります。 

ロードして立ち上がります。 



アウトライン項目ごと
に視聴が可能です。 

一時停止、再生、次のアウトライン項目に進め
ることができます。 

ノートをクリックす
るとナレーションの
内容が確認できます。 

ノートをクリックす
るとナレーションの
内容が確認できます。 

画面の表示レイアウ
トを変更できます。 

Partner Online Training  －操作方法（コース開始）－ 

スライドショーが始まります。 



トレーニングが終了したら、Logoutしてください。 

トレーニングが終了したら、Logoutしてください。次回以降再度ログインすることでご利用可
能です。 

Partner Online Training  －操作方法（ログアウト）－ 



～@partnertraining.comのアカウ
ントと設定した新しいパスワードを
入力してLoginをクリック 

https://login.salesforce.com/?lt=help&startURL=%2Fapex%2FHTTrainingCatalog 

次回以降ログインする場合は、以下URLから～@partnertraining.comのUsernameと設定
したパスワードでログインします。予めブックマークしておくと便利です。 

 

Partner Online Training  －操作方法（ログイン）－ 

何らかの理由で上記URLよりアクセス出来ない場合には、 

こちらのアドレスhttps://login.salesforce.com/?lt=helpからログインを試みてください。 

https://login.salesforce.com/?lt=help&startURL=/apex/HTTrainingCatalog
https://login.salesforce.com/?lt=help



