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Sales Cloud、Service Cloud、Employee Apps、Force.com、Chatter、Communities、Site.com、

及び Database.com 向け 
PREMIER SUCCESS PLAN 及び PREMIER+ SUCCESS PLAN* 

 
 

概要  Premier Success Plan 又は Premier+ Success Plan を購入されたお客様の本ユーザには、こ

の規約に基づきサービスが提供されます。本ユーザは、Web 上のお問い合わせフォームから入

力・送信、又はお電話にてお問合せ（ケース）をご登録頂くことができます。SFDC は、各ケース

に速やかに応答し解決する商業上合理的な努力を行うものとします。実際の解決に要する時間は、

ケース及び解決方法の性質により異なります。SFDC は、修正、回避策、その他のソリューション

から合理的な解決方法を決定します。 
 

Premier Success Plan 及び Premier+ Success Plan は、特定の組織に含まれる対象製品のサブスク

リプションの一部のみに対して購入することはできません。Premier Success 又は Premier+ 
Success Planは、特定の組織に含まれる対象製品の全てのサブスクリプションについてご購入頂く

必要があります。したがって、対象製品の新しいサブスクリプションがお客様の組織に追加された

場合、お客様に追加の Premier Success Plan 又は Premier+ Success Plan のご請求が発生する場合

があります。対象製品及び対象外製品の一覧表については、また、特定の組織に同時に関連付ける

ことができるサポートのレベルは、いかなる場合でも 1 つに限られます。例えば、お客様は、

Premier と Premier+ Success Plan の両方を同じ組織内で併存させることはできません。 
 

指定連絡先  「指定連絡先」とは、お客様と SFDC 間のテクニカルサポートに関する主たる連絡窓

口としてお客様が指定する本ユーザのことをいいます。お客様は、少なくとも１名の指定連絡先を

指定し、維持するものとします。お客様は、指定連絡先の責務が他のユーザに移管されるたびに、

SFDC に通知するものとします。 
 

お客様の指定連絡先は、以下の責任を負うものとします。 
1. お客様のサポートケースのアクテビティ監視 
2. お客様の組織におけるトラブルシューティングプロセスの策定及び導入 
3. パスワードのリセット、ユーザ名、及びロックアウトに関するお客様の問題の解決 
4. エキスパートコーチング（アクセラレータ）及びアドミンアシストサービスの要請 

 
お客様は、指定連絡先が以下の条件を満たしていることを保証するものとします。 

A. 最低でも本対象サービスに関する Trailheadの基本的な管理者向けトレイル（現在のコース

名は「システム管理者初級」）を修了していること。このコースは追加料金が発生しませ

ん。 
B. 問題の解決を促進し、SFDC による技術的な分析や問題解決を支援できるような、該当す

る本対象サービスに関する知識を有していること。 
C. ケースで提起された問題について理解し、問題を再現する能力を有しており、SFDC によ

る問題の診断及び優先順位の決定を支援できること。 
 
サポートへの問い合わせ  本ユーザは、以下のいずれかの方法でサポートに問い合わせることがで

きます。 
 

1. オンラインケース登録:  ヘルプにログインして、［お問い合わせを作成］をクリックします。

ヘルプ＆トレーニングのアイコンをクリックして［サポートを利用］を選択することで、本サ

ービス内でも SFDC のヘルプにアクセスすることができます。問題に関する情報に加え、会社

名、会社のパスコード、連絡先情報などの情報が必要になる場合があります。 
 

2. サポート担当者とのチャット（英語のみ）: オンラインケース登録と同様に、ヘルプにログイン
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しますが、この場合は［Start a Chat］を選択します。 
 

3. 電話による場合: 英語による電話サポートは、週 7日、1日 24時間体制で提供します。英語及び

その他の言語によるサポートの電話番号の完全なリストは、ヘルプのウェブサイトでご覧頂け

ます。電話には、通常、窓口担当者が応答し、ケースを記録して、お客様に対応する適切なサ

ポートチームへ転送します。重要度レベル 1 の問題の場合、お客様は、サポートに電話でお問
い合わせいただく必要があります。 

 
サポートリソース及びお問い合わせ方法についての最新情報は、こちらの文書をご覧ください。 
 
重要度レベル  問題の分類及び対応は、割り当てられた重要度レベルに基づいて行われます。SFDC
は、ケース上で設定された重要度に応じて、以下の表に定める該当する応答時間内に一次応答でき

るよう、商業上合理的に努力するものとします。 
 

重要度 
レベル 

 
説明 目標一次応答

時間 

レベル 1  
業務が停止し、許容可能な回避策がない。主要業務又は直近の業

務上のマイルストーンにおいて、経営リスクをもたらす差し迫っ

た危機に直面している。 

 
1 時間 
24x7 

 

レベル 2 主要業務に影響を与えており、回避策がない。 2 時間 
24x7 

レベル 3  主要業務に影響を与えているが、回避策がある、又は主要業務以

外の業務に影響を与えており、回避策がない。 

 
4 時間 

現地の営業時間 
 

レベル 4 主要業務以外の業務に影響を与えているが、回避策がある、又は

業務に影響を与えていない。 
8 時間 

現地の営業時間 

 
 

協力  エラーを解決するためには、SFDCがエラーを再現できるようにする必要があります。お客様

は、エラーを再現するために、SFDC と協力し、緊密に連携することに同意するものとします。エ

ラーの再現には、必要に応じて診断又はトラブルシューティング活動の実施が含まれます。また、

お客様の承認をその都度得るという条件の下、本ユーザは、トラブルシューティングの目的のため

に、自己の本対象サービスのインスタンス又はデスクトップシステムへのリモートアクセスを提供

するよう要求される場合があります。 
 

開発者サポート  開発者サポートは、英語でのみ対応が行われます。開発者サポートの詳細は、ヘ

ルプでご確認いただけます。 
 

アドミンアシスト（旧 コンフィグレーションサービス）  お客様が Premier+ Success Plan を購入

した場合、SFDC は、ヘルプの Web サイト（help.salesforce.com 又は該当する本対象サービスへ

のログインを通じてアクセス可能）に記載されているアドミンアシストのタスクを、製品ごとに提

供可能な範囲で、ご要望に応じて実施します。SFDC のサポート担当者は、お客様の設計仕様に基

づいてアドミンアシストのケースを実施するために、お客様の指定連絡先（システム管理者）と連

携します。ビジネス及び機能要件、設計仕様、変更管理の承認及びコンフィグレーションに関する
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ドキュメンテーションの取得、並びにトレーニング教材の策定又は提供については、お客様が責任

を負うものとします。 
 

SFDC は、SFDC のサポート担当チームが使用することを目的として、無償の 2 本ユーザ分のサブ

スクリプションをお客様に提供します。お客様の指定連絡先（システム管理者）は、お客様を代表

してアドミンアシストのケースを登録するための唯一の連絡先として機能します。アドミンアシス

トのケースには重要度レベル 4 が割り当てられ、日本の営業時間中のみ対応します。 
 

アドミンアシストには、サービスの初期導入、データ移行、データ管理又は操作（重複チェック、

マージ、クレンジング）、組織間又はオブジェクト間のデータ転送、フロー、AppExchangeのイン

ストール/アンインストール/カスタマイズ、VLOOKUP 及びカスタムコードは含まれません。アド

ミンアシストは、英語でのみ対応が行われます。 
 
サクセスプログラム  Premier Success Plan 又は Premier+ Success Plan を購入されたお客様は、サ

クセスプログラムのカタログ全体にアクセスできます。サクセスプログラムには、エキスパートコ

ーチング・セッション、活用相談会、及びオンデマンドのビデオとウェブセミナーが含まれます。

これらのプログラムは、製品の設定、最適化、利用の推進などの分野におけるベストプラクティス

のガイドをお客様に提供する目的で設計されています。SFDC が提供する助言又はガイドの評価、

及びそれらの実施については、お客様が責任を負っています。 
 
提供されるコンテンツ及び言語は、限定的であり、SFDC の単独の裁量で予告なく変更される場合

があります。オンラインコンテンツは、SFDCが指定する Webサイトを通じてのみアクセスするこ

とができます。 
 
サクセスプログラムの教材は、SFDC の秘密情報であり、複製、変更、又は Premier Success Plan
を利用する権利を有するお客様の本ユーザ以外の者に開示もしくは配布することはできません。

SFDC は、サクセスプログラムにおいて投稿及び提供されたあらゆる知的財産の所有権を保持して

おり、お客様に明示的に許諾されていない、コンテンツに関するあらゆる権利を留保します。 
 
エキスパートコーチング・セッション  Premier Success Plan 又は Premier+ Success Plan を購入さ

れたお客様は、エキスパートコーチング・セッション（別名: アクセラレータ）のカタログにアク

セスできます。  
 
エキスパートコーチング・セッションは、専門リソースによるインタラクティブな、成果に基づく

エンゲージメントであり、オンボーディング、実装、最適化及び採用を含むお客様のライフサイク

ルの各ステージに応じたベストプラクティスのガイド及び推奨事項を提供します。これらのコーチ

ングセッションは、オンデマンドのビデオやインタラクティブなライブセッションなど、様々な形

式で利用可能です。エキスパートコーチングの完全なリストは、アクセラレータライブラリでご確

認頂けます。エキスパートコーチング・セッションは、すべての地域では提供されていない場合が

あります。SFDC は、独自の裁量でライブラリやカタログ、及び提供の形式を随時変更する権利を

留保します。エキスパートコーチング・セッションは、主に英語のみの対応となります。その他の

言語による対応については、お問い合わせください。 
 
活用相談会   Premier Success Plan 又は Premier+ Success Plan を購入されたお客様は、活用相談

会セッションにアクセスできます。このセッションは、Web 会議による Q＆A 方式のプログラムで

あり、各相談会には対象の本サービスに精通した製品活用のエキスパートが対応します。Premier
のお客様は、製品の設定、最適化、定着化といったカテゴリにおけるベストプラクティスに関する

質問や相談をすることができます。 
 
対象外項目  以下は、Premier Success Plan 及び Premier+ Success Plan のいずれにも含まれませ
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ん。 
 
● 本サービスの導入。 
● Salesforceのパスワードのリセットに関する支援。パスワードのリセットについては、本ユーザは、

ログインページで「パスワードをお忘れですか?」リンクをクリックするか、お客様のシステム管理

者に問い合わせる必要があります。 
● Salesforceのユーザ名に関する支援。ユーザ名に関しては、お客様のシステム管理者に連絡する必

要があります。 
● 不正確なログインを試みたことによるロックアウトに関する支援。不正確なログインを試みたこと

によるSalesforceのロックアウトに関する支援については、本ユーザは、システム管理者に問い合

わせてアカウントのロックを解除するか、ロックアウト期間が経過するまで待つ必要があります。

SFDCは、セキュリティ上の理由から、システム管理者の連絡先情報を提供いたしません。 
● データベース、コンピュータネットワーク、通信システムなどのサードパーティ製の支援テクノロ

ジーの導入、管理、利用を含む、SFDC以外の製品、サービス又はテクノロジーに関する支援。 
● AppExchangeのアプリケーション（SFDC又はサードパーティによる承認の有無を問いません）に

関する支援。 
ただし、以下にリンクされている『対象製品及び対象外製品』ドキュメントに別段の定めがある場

合はこの限りではありません。* 
● コンピュータ、ハードドライブ、ネットワーク、プリンタなど、ハードウェアの設置又は構成に関

する支援。 
● SOQL クエリを含む、カスタムコードの作成又はテスト。開発者サポートに基づいて提供される

ものを除きます。 
 

Premier Success Plan 及び Premier+ Success Plan の変更  SFDC は、Premier Success Plan 及

び Premier+ Success Plan を随時変更することができます。ただし、いずれのプランに基づくサー

ビスレベルも、サブスクリプションの契約期間中に大幅に低下することはありません。 
 

 


