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SALESFORCE 認定 MARKETING CLOUD コンサルタントプログラ

ムについて 

Salesforce 認定 Marketing 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、

Marketing Cloud の  Email Studio、Journey Builder、Automation Studio、Content Builder、

Contact Builder、Marketing Cloud Connect 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。Marketing Cloud メールアプリケーションの管理と構成の経験を示すため、Salesforce 認

定 Marketing Cloud メールスペシャリスト試験に合格している必要があります。この資格は、実

装設計のベストプラクティスを提示して、キャンペーンの展開を実行し、お客様向けのカスタム

ソリューションをまとめることにより、Marketing Cloud の実装を習得している Marketing Cloud 

コンサルタントまたはパートナーを対象としています。Salesforce 認定 Marketing Cloud コンサ

ルタントは、お客様のビジネス要件を満たし、お客様の長期にわたる成功に貢献して、維持、拡

張することができます。 
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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 Marketing 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、認定試験、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、コースへのご参加、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 MARKETING 

CLOUD コンサルタント 

Salesforce 認定 Marketing Cloud コンサルタントには、戦術的なメールキャンペーンおよび戦略

的なメールキャンペーンの実行において Marketing Cloud メールアプリケーションのツールを使

用した経験が必要です。コンサルタントは、コンテンツシステム、セグメンテーション、オート

メーション、トラッキング、分析などの各種ツールを組み込んで、メールマーケティングキャン

ペーンをビルドする方法を理解しており、データをもとに顧客メールキャンペーンを最適化する

ための意思決定を行うことができます。また、Salesforce 認定 Marketing Cloud コンサルタント

は、プラットフォームの問題をトラブルシューティングして解決することができます。 

 

Salesforce 認定 Marketing Cloud コンサルタントは通常、Salesforce Marketing Cloud ソリュー

ションアーキテクトとしての 6 か月から 1 年の実装経験、少なくとも 5 つの複合的な実装プロ

ジェクトの実践経験、またはその両方、もしくは Marketing Cloud メールアプリケーションと関

連ツールを実装できる同等の専門知識が必要になります。Salesforce 認定 Marketing Cloud コン

サルタントは、ファシリテーションおよびコンサルティングの技術的なスキルが必要です。 

 

Salesforce 認定 Marketing Cloud コンサルタントの受験者に必要な経験、スキル、知識、能力は

次のとおりです。 

 

 パーソナライズした動的なメールをビルドできる (AMPscript) 

 セグメンテーション、オートメーション、トラッキング、分析などの各種ツールを組み
込んで、データをもとにメールキャンペーンを最適化するための意思決定を行える 

 基本的なプラットフォームの問題をトラブルシューティングして解決できる 

 JOIN ステートメントなど、基本的な SQL を作成できる 

 Contact Builder を構成できる 

 エントリレベルの (簡単な) Journey Builder インタラクションをビルドしてアクティブ化

できる 

 メールのパーソナライゼーションにおいて使用可能なスクリプトを利用できる 

(AMPscript、ガイドテンプレート言語、サーバーサイド JavaScript) 

 アカウントの設定と管理を構成できる (ビジネスユニット、ロールおよび権限、プロ

ファイル、SAP、返信メール管理、ユーザー、購読者フィルター、FTP) 

 データを構成できる (リスト、データエクステンション、Contact Builder) 

 購読取り消しを管理できる 
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 メールデータインタラクションを定義し、実行できる (インポート、データ抽出、ファ

イル転送) 

 Automation Studio からオートメーションを構成できる 

 トリガーによる送信の定義を構成できる 

 Web サービスについて理解できる 

 Marketing Cloud Connect を理解できる 

 この受験ガイドに示す参考資料と Salesforce から追加提供される必修の学習資料を学習する

時間がある 

 

この試験の受験者は、Social Studio、Audience Builder、Predictive Intelligence、Pardot、モバイ

ルについての知識は問われません。 
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セクション 3.  試験について 

Salesforce 認定 Marketing 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: 90 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 Marketing Cloud メールスペシャリスト資格 

 

*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。 

 

 

 

 

  



SALESFORCE 認定 MARKETING CLOUD コンサルタント 

 

 
©Copyright 2017 Salesforce.com, inc. All rights reserved. 6 

 
 

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、Salesforce Marketing Cloud ソリューション

アーキテクトとしての 6 か月から 1 年の実装経験、少なくとも 5 つの複合的な実装プロジェクト

の実践経験、またはその両方、もしくは Marketing Cloud メールアプリケーションと関連ツール

を実装できる同等の専門知識、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。 

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

(CRT-701) 

 集合研修トレーニング: Journey Builder (JB-101) 

 

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
http://resources.docs.salesforce.com/204/15/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 Marketing 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 Marketing Cloud メールアプリケーションの実践経験があり、以

下の分野の一般知識と専門知識を示す必要があります。 

 

情報収集と採択 

 一連のビジネス要件に従って、推奨ソリューションの設計に必要な 

追加情報を特定する 

 ブランド戦略およびクリエイティブ戦略のリストに従って、 

適切なソリューションの推奨に必要な追加情報を見極める 

 顧客の環境と目標に従って、ソリューションに含める必要がある 

外部システムの実行可能性を判定する (POS、CRM、eコマース、 

データウェアハウス、データソース入力) 

 顧客向けにデータとセグメンテーション戦略を組み合わせるための要件を
収集する方法を示す (頻度、複雑度、送信量) 

 購読者の獲得、管理、減少に関する顧客情報が含まれるシナリオに 

従って、この情報を活用してソリューションコンポーネントを選択する 

 与えられたソリューションに従って、Marketing Cloud アプリケーションの

活用に必要な適切な顧客スキルセットを推奨する 

 

概念設計 

 顧客データを分析して、適切なデータモデルを決定する (リストモデル、

データエクステンション) 

 与えられたシナリオに従って、役割の技術的な専門知識を考慮し、所定の
要件に適したソリューションを決定する (Automation Studio と Journey 

Builder の比較) 

 データフローに関するシナリオにおいて、そのデータフローを表す正しい
データフローダイアグラムを選択する 

 与えられた V顧客シナリオに従って、Marketing Cloud へのアクセスに関す

るユーザー事例から適切なものを特定する 

 与えられた顧客シナリオに従って、ソリューションのスケーリング時に考
慮すべき要因を特定する 

 データ構造によって One to One メッセージとコンテンツを促進する方法を

明確化する 

 IP ウォーミングの目的を説明して、顧客ニーズに基づいて推奨案を作成する 

割合 

13% 

割合 

12% 
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MARKETING CLOUD CONNECT 

 Marketing Cloud Connect の構成開始前に考慮する前提条件を理解する 

(Salesforce エディション、連携するユーザーのリスト、スコープユー

ザー、管理者資格) 

 

アカウント構成 

 与えられた顧客シナリオに従って、ユーザー事例に基づいて適切な 

Marketing Cloud のロールを推奨する 

 ビジネスユニットの作成が必要になる顧客シナリオのタイプを特定する (パ

ブリケーションの種類、デモグラフィック、ワークフロープロセス、組織

構造) 

 与えられたシナリオに従って、返信メール管理に関する問題をトラブル
シューティングする 

 Sender Authentication Package (SAP) をビジネスユニットに適用する影響

を分析する (リンクラッピング、ランディングページ、画像 URL) 

 

レポート 

 データビューの情報とトラッキングの抽出にアクセスする方法を説明する 

 標準レポート、データビュー、トラッキングの抽出を比較対照する 

 送信ログについて、使用するタイミングと理由、作成と管理の方法も含め
て要約する 

 

データ設計 

 Marketing Cloud の各種データオブジェクトを説明する (データエクステン

ション、リストモデル、データ保持ポリシー、パブリケーションリスト、

連絡禁止リスト) 

 データエクステンションのビルド時に利用可能なデータ型、データ保持、
テンプレートオプションを理解する 

 リレーショナルデータモデル内でデータを取得する方法を理解する (基本的

な SQL) 

 与えられた顧客シナリオに従って、リストまたは 

データエクステンションへの適切なインポート方法を推奨する 

 システムがデータベースオブレコード (database of record) である場合の影

響を理解する  

 

割合 

6% 

割合 

13% 

割合 

7% 

割合 

10% 
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オートメーション 

 与えられた顧客シナリオに従って、ビジネス要件を満たす適切なワークフ
ローを選択する (インポート、セグメンテーション、メール送信) 

 トリガーされたインタラクションとスケジュール済みインタラクションを比
較対照する 

 

メールのビルド 

 顧客要件に基づいてメールをビルド、テスト、展開するのに必要なステップ
を理解する 

 メールコンテンツを個別化するさまざまな方法を説明する (AMPscript、パー

ソナライズ文字列、動的コンテンツ、ガイドテンプレート言語) 

 コンテンツをパーソナライズする方法を比較対照する(SSJS 対 AMPscript、

動的コンテンツウィザード対 AMPscript/LookupRows 関数など) 

 Marketing Cloud メールのさまざまな技術を説明する  

(リンクエイリアスタグ、インプレッション領域、Web 解析コネクタ) 

 

 

CONTACT BUILDER 

 Contact Builder の役割と機能を説明する 

 データリレーションの種類がデータモデリングに与える影響を理解する 

 データデザイナーを使用してデータソースを Contact Builder に組み込む方法

を要約する 

 与えられた顧客シナリオに従って、簡単なインタラクションに使用される属
性グループのビルド方法を知る 

 

JOURNEY BUILDER 

 Journey Builder や Automation Studio などのオートメーションツールを比較

対照する 

 Journey Builder が含まれる顧客シナリオに従って、要件、アクティビティ、

ステップを評価する 

 連絡先がジャーニーを開始できる要件とメソッドを説明する 

 

割合 

8% 

割合 

6% 

割合 

14% 

割合 

11% 
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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 Marketing 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. ある顧客に Sales Cloud ユーザーのグループがあります。このグループは、取引先責任者ま

たはリードレベルのトラッキング情報を確認する必要がありますが、送信する必要はありま

せん。 

コンサルタントが助言すべき推奨事項はどれですか？  

答えを 2 つ選んでください。  

A.  各 Sales Cloud ユーザーが Connected Marketing Cloud ユーザーを持つ必要がある 

B.  Sales Cloud ユーザーの「トラッキングの表示」権限を有効にする必要がある 

C.  Marketing Cloud for AppExchange ユーザーを選択する 

D. ConnectedApp 権限セットにユーザーを追加する 

 

2. ある顧客のマーケティング管理者が Social Pages を使用して、会社の Facebook ページを
管理する予定です。 

Marketing Cloud でマーケティング管理者にどのロールを設定すべきですか？ 

答えを 1 つ選んでください。  

A.  セキュリティ管理者 

B.  チャネル管理者 

C.  コンテンツエディター/パブリッシャー 

D. ビューア 

 

3. Marketing Cloud Connect から大量の送信を実行している顧客が、API 制限について懸念し

ています。毎日の API 制限に対する Marketing Cloud Connect の影響を最小限に抑えるには、

コンサルタントは何を提案すべきですか？ 

答えを 1 つ選んでください。  

A.  マップされたプロファイル属性で対象オーディエンスをフィルターして、Bulk API コー

ルを減らす 

B.  Marketing Cloud アカウントを ConnectedApp 認証にアップグレードする 

C.  同期済みデータソースを使用して Marketing Cloud のデータエクステンションにオブ

ジェクトデータを同期する 

D. Marketing Cloud ユーザー間で Sales Cloud ユーザーライセンスを共有する 

  



SALESFORCE 認定 MARKETING CLOUD コンサルタント 

 

 
©Copyright 2017 Salesforce.com, inc. All rights reserved. 11 

 
 

セクション 7.  サンプル問題の解答 

1. C、D 

2. C 

3. B 
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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 Marketing Cloud メールスペ

シャリスト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 

日本: 

www.salesforce.com/jp/servicestrai

ning/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

