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SALESFORCE 認定 MARKETING CLOUD ソーシャルスペシャリス

ト資格について 

Salesforce 認定 Marketing Cloud ソーシャルスペシャリスト資格は、ソーシャルマーケティング

の全体像や、投稿作成、やりとりの管理および分析、レポート、モバイルを含む Social Studio の

各種機能に関する知識、スキル、経験をお持ちであることを証明したい方を対象としています。 
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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 ソーシャ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 ソーシャルスペシャリスト 

Salesforce 認定 Marketing Cloud ソーシャルスペシャリスト資格は、ソーシャルメディアマーケ

ティングにおける Social Studio アプリケーションの使用経験を証明したい方が対象となります。

具体的には、テナントの設計から公開、エンゲージ、分析などの機能を熟知した上での活用、そ

してレポートやモバイルアプリケーションに至るまでが含まれます。 

 

また、エンゲージメントやソーシャルカスタマーサービスに関する知見を持ち、ソーシャルメ

ディアマーケティングの目標を達成するためのソリューションを導くことも求められます。 

 

Salesforce 認定 Marketing Cloud ソーシャルスペシャリストは通常、6 か月から 1 年の Social 

Studio の利用経験が必要です。受験者に必要な経験、スキル、知識は次のとおりです。 

 

 ソーシャルメディアの用語とベストプラクティスの知識がある 

 Social Studio のすべての機能を活用できる 

 ビジネスプロセスとレポート要件をサポートするワークフローを設計できる 

 

この試験の受験者は、Service Cloud、Social Hub、Command Center、Premier Apps についての

詳細な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 ソーシャ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: 67% 

 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: 特にありません。 

ただし、Marketing Cloud Social Studio コース (SS101) の受講をお勧めします。 

 

*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。 

 

 

  



SALESFORCE 認定 MARKETING CLOUD ソーシャルスペシャリスト 

 

 
©Copyright 2017 Salesforce.com, inc. All rights reserved. 5 

 
 

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、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: Marketing Cloud Social Studio (SS101) 

 

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 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 ソーシャルスペシャリスト試験では、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 Social Studio の実践経験があり、以下の各機能の知識と適切な使用方法を

示す必要があります。 

 

ソーシャルメディアのベストプラクティス 

 ソーシャルメディアキャンペーンをサポートする組織モデルを説明する 

 対象オーディエンスに応じた適切なコンテンツを特定する 

 

SOCIAL STUDIO の概要 

 Social Studio がソーシャルメディアの目的に与える便益を説明する 

 ソーシャルメディアキャンペーンでの目標を実現するための Social Studio 

各ツールの利用方法を説明する 

 

管理 

 テナントレベルでユーザーを作成する方法を説明する 

 ソーシャルアカウントを一元管理する方法を説明する 

 組織内の立場に基づいてユーザーの役割を定義し割り当てを行う 

 ユーザー (権限の割り当て)、ソーシャルアカウント、トピックプロファイル

の追加によってワークスペースを作成する方法を説明する 

 ソーシャルメディアキャンペーンを首尾よく行うための一般的な組織設定
を決定する 

 Social Studio アカウントを Salesforce Marketing Cloud に関連付ける方法

を説明する 

 

公開 

 カレンダーのコラボレーションの機能を説明する 

 各ソーシャルネットワークで投稿を作成する方法とそのニュアンスを説明
する 

 公開マクロを作成する方法を説明する 

 [公開] 画面内で即時またはスケジュールされた投稿の展開パラメータを設

定する 

 [投稿の詳細] パネル内で投稿を管理する方法を説明する 

 共有コンテンツの動作内容を説明する 

 承認ルールを作成する方法を説明する 

割合 

25% 

割合 

18% 

割合 

3% 

割合 

7% 
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エンゲージ 

 与えられたシナリオに従って、タブを作成する方法とタブの名前を変更す
る方法を説明する 

 与えられたシナリオに従って、[列] を作成して管理する方法を説明する 

 [投稿を検査] (投稿インスペクタ) パネル内で投稿を管理する方法を説明する 

 与えられたシナリオに従って、エンゲージメントマクロの作成と投稿に適
用する方法を説明する 

 エンゲージメントマクロを適用する方法を説明する 

 

分析 

 与えられたシナリオに従って、ソーシャルチャネルごとのダッシュボード
の作成方法を説明する 

 与えられたシナリオに従って、トピックプロファイルの作成方法を説明す
る  

 

モバイル 

 Social Studio Mobile アプリケーションの機能を説明する 

 

 

レポート 

 [公開] 画面内のレポートを活用する (カレンダーの個別の投稿ビュー、投稿

パフォーマンスグリッド (エンゲージメント、オーガニック / 有料)、データ

のエクスポートを含む) 

 [パフォーマンス] タブ経由で上位レベルのレポートを活用する (データのエ

クスポートを含む) 

 

  

割合 

20% 

割合 

20% 

割合 

20% 
割合 

20% 

割合 

15% 

割合 

5% 

割合 

7% 
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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 ソーシャ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. 投稿を複製する機能を使用して投稿がコピーされました。 

コピーされた投稿はどのように使用すべきですか？ 

答えを 1 つ選んでください。  

A.  投稿がコピーされたテナント内の他のワークスペースで使用できる 

B. 元の投稿が作成されたソーシャルネットワークのみで使用できる 

C. ワークスペース内で利用できるすべてのソーシャルネットワークで使用できる 

D. 共有コンテンツフォルダーに保存され、投稿がコピーされたワークスペースのみで利用

できる 

2. コミュニティマネージャは、トピックプロファイルが取得する投稿量を毎月制御する必要が

あります。 

コミュニティマネージャはどのようにしてこれを実現できますか？ 

答えを 2 つ選んでください。  

A. すべてのメディアタイプを選択する 

B. ソースグループ経由で不要な投稿をフィルター処理で除外する 

C. 必要な地域と言語のみを選択する 

D.  表示を非公開に設定する 

 

3. ワークスペースの所有権の移行はどこで行うことができますか？ 

答えを 1 つ選んでください。  

A. 共有コンテンツ 

B. 管理 

C. ワークスペース設定 

D. 私の設定 
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4. 次のうちワークスペースを作成するときに行うことができるのはどれですか？ 

答えを 2 つ選んでください。  

A. ソーシャルアカウントの設定 

B. エンゲージメントマクロの作成 

C. ユーザロールの設定 

D. 分析ダッシュボードの追加 

 

5. スーパーユーザはどこで新しいソーシャルアカウントを接続することができますか？ 

答えを 2 つ選んでください。  

A. [分析] 

B. 管理者設定 

C. すべてのワークスペースビュー 

D. ワークスペース設定 
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セクション 7.  サンプル問題の解答 

1. C 

2. B、C 

3. C 

4. A、C 

5. B、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 ソーシャル

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/services-

training/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

