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SALESFORCE 認定 MARKETING CLOUD メールスペシャリスト資

格について 

Salesforce 認定 Marketing Cloud メールスペシャリスト資格は、メールマーケティングのベスト

プラクティス、メッセージデザイン、購読者とデータの管理、受信トレイへの配信、メールオー

トメーション、トラッキングとレポートのメトリクス、Marketing Cloud メールアプリケーショ

ンとの外部連携の分野で知識、スキル、経験を証明したい方を対象としています。 

 

 

 

 



SALESFORCE 認定 MARKETING CLOUD メールスペシャリスト 

 

 

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

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 メールスペシャリス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 メールスペシャリスト 

Salesforce 認定 Marketing Cloud メールスペシャリストには、戦術的および戦略的なメールキャ

ンペーンの実行において Salesforce 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、分析などを活用して、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、

データをもとにメールキャンペーンを最適化する決定を行うことができます。また、Salesforce 

認定 Marketing Cloud メールスペシャリストは、プラットフォームの基本的な問題をトラブル

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 メールスペシャリストは通常、6 か月から 1 年の Marketing 

Cloud メールアプリケーションと関連ツールの利用経験が必要です。 

 

Salesforce 認定 Marketing Cloud メールスペシャリストの受験者に必要な経験、スキル、知識は

次のとおりです。 

 

 メールマーケティングの用語とベストプラクティスの知識がある 

 メールアプリケーション内の各種ツールを利用してメールマーケティングキャンペーンを 

ビルドできる 

 リレーショナルデータモデルをビルドできる 

 メールアプリケーションの送信方法を使用してメールを送信できる 

 複雑なメールオートメーションをビルドできる 

 メールトラッキングデータのレポートを実行できる 

 この受験ガイドに示す参考資料および Salesforce から追加提供される必須の資料について 

学習済みである 

この試験の受験者は、HTML、JavaScript、CSS、カスタム API 連携のデザイン方法と開発方法

についての知識は問われません。また、Marketing Cloud サーバーサイドスクリプト言語

（AMPscript, GTL, SSJS）のシンタックスに関する高度な知識を問われることもありません。 
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セクション 3.  試験について 

Salesforce 認定 Marketing Cloud メールスペシャリス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: 60%  

 受験料: 20,000 円（税抜） 

 受験方法: 試験会場またはオンラインの監督環境下で実施される監督付き試験 

 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。 

 前提条件: ありません。ただし、メール基礎 (EEB101) コースの参加を強く推奨します。 

 

*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。 

 集合研修トレーニング:  メール基礎 (EEB101) 

 

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 メールスペシャリスト試験では、以下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

下の各機能の知識と使用を示す必要があります。 

 

メールマーケティングのベストプラクティス 

 メールメッセージを効果的または非効果的にする要素を特定する 

 グローバルな法令順守ガイドラインを説明する 

 配信到達性を向上する方法を特定する 

 潜在的な購読者がオプトインして購読者を獲得する方法を説明する 

 潜在的な購読者とアクティブな購読者とのインタラクションのベストプラ
クティスを特定する 

 

メールメッセージのデザイン 

 メールデザインのベストプラクティスを説明する 

 メールアプリケーションでレスポンシブなデザインを使用してメールを作
成する方法を説明する 

 さまざまなメール要素をテストして最適な結果を得る A/B テストのベスト

プラクティスを説明する 

 メールの準備と送信に利用できるツールを説明する 

 メールアプリケーションでの承認の手順を説明する 

 

コンテンツの作成と配信 

 メールメッセージをカスタマイズするさまざまな方法を説明する 

 与えられたシナリオに従って、メールメッセージをカスタマイズする最適
な方法を特定する 

 メールメッセージの作成に利用できるツールを説明する 

 送信フローと送信定義メールの違いを説明する 

 与えられたシナリオに従って、適切な送信方法を特定する 

 メールアプリケーションのさまざまな送信機能を説明する 

 送信分類、配信プロファイル、送信者プロファイルの使用方法を説明する 

 

割合 

18% 

割合 

12% 

割合 

15% 
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マーケティングオートメーション 

 与えられたシナリオに従って、どのオートメーションツールを使用するか
について説明する 

 Automation Studio の機能を説明する 

 

購読者とデータ管理 

 リストとデータエクステンションを比較対照して、使い分けを説明する  

 プロファイルセンターのプレビューを含め、プロファイル属性を説明する 

 与えられたシナリオに従って、購読者キー、プライマリキー、送信リレー
ションシップ、すべての購読者の関係を説明する 

 与えられたシナリオに従って、データエクステンションの作成時に各種設定
に与える影響を説明する 

 リストおよびデータエクステンションから購読を取り消した場合の動作につ
いて説明する 

 Marketing Cloud の各エディションにおける購読取り消しの動作について説

明する 

 グローバル購読取り消しとマスター購読取り消しの違いを説明する 

 インポートウィザード、API、インポートアクティビティを含む、インポー

トの方法を識別する 

 与えられたシナリオに従って、ユーザーインターフェイスと API を使用して

データをインポートする最適な方法を説明する 

 与えられたシナリオに従って、データをセグメント化するツールをいつ使用
するのかについて説明する 

 セグメントの更新を手動で行う方法とオートメーションを使用する方法を説
明する 

 行動データを使用してデータをセグメント化する方法を説明する 

 データのリレーションシップの仕組みと使用事例を説明する 

 ビジネスユニットのデータ共有を説明する 

 

トラッキングとレポート 

 メール分析用語を説明する 

 個々のメールパフォーマンスを分析する 

 与えられたシナリオに従って、レポート機能を説明する 

 

外部メール連携 

 API と Marketing Cloud Connect の情報またはヘルプの検索先を特定する 

割合 

5% 

割合 

42% 

割合 

5% 

割合 

5% 

割合 

7% 

割合 

1% 
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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 メールスペシャリス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. Northern Trail Outfitters のクリアランスセールのメールは、記載する商品の数が多く、 

すべてに似たような商品 URL が付いています。 

メールの受信者が各リンクにマウスを置いたときに表示される説明テキストを提供するに

は、標準のメールエディターのどの機能を使用できますか？ 

答えを 1 つ選んでください。  

A.  リンクヘルプテキスト 

B.  リンクコンバージョントラッキング 

C.  リンクタイトル 

D. リンクトラッキングエイリアス 

 

2. テンプレートベースのメールの作成および送信に関して、正しい作業フローを選択してくだ

さい。 

答えを 1 つ選んでください。  

A.  コンテンツの作成、アセットのインポート、コンテンツのデザイン、メールの送信 

B.  コンテンツの検証、アセットのインポート、テンプレートの選択、コンテンツの作成、

メールの送信 

C.  コンテンツの検証、コンテンツの作成、コンテンツの検証、メールの送信 

D. アセットのインポート、テンプレートのデザイン、コンテンツの作成、コンテンツの検

証、メールの送信 
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3. 購読者数が 100 万レコードを超える場合、どのデータモデルが推奨されますか？ 

答えを 1 つ選んでください。  

A.  リスト 

B.  データエクステンション 

C.  データフィルター 

D. グループ 

 

4. フィルター済みデータエクステンションの手動更新はどこで行うことができますか？ 

答えを 2 つ選んでください。  

A.  データエクステンションのフォルダーのリスト 

B.  メール送信ウィザード 

C.  送信定義メール 

D. データエクステンションの詳細ページ 
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セクション 7.  サンプル問題の解答 

1. C 

2. A 

3. B 

4. A、D 
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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/servicestrainin

g/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

