
お問い合わせ

SALESFORCEアクセラレータ：

より迅速に、効果を実現
Salesforceをご利用いただくことで、ビジネスを根底から変革できます。
高い投資対効果とビジネス価値を実現し、ビジネスを一歩先へと進める
ためには、明確なソリューションや1回で済む設定、具体的なノウハウ 
などのサポートが必要です。アクセラレータはそれらのニーズにお応え
します。

Salesforceアクセラレータは短期のエンゲージメントであり、 
特定の課題を短期間で解決し、高い成果を得るとともに目標 
を迅速に達成することが可能です。 

いくつかのサービスはリモートで実施しますので、簡単な手続きですぐ 
にご提供が可能です。さまざまな分野に精通したSalesforceの優秀なス
ペシャリストがお客様のもとで提供するサービスもお選びいただけます。
どちらのサービスも、Salesforceのシステムを立ち上げ、統合を円滑に
進めるとともに、高いROIを得るためのサポートが受けられます。

生産性の向上と導入の促進

ビジネスにおける主要課題の解決

SALESFORCEアクセラレータでは
以下の効果が期待できます：

パーソナライズされた提案 

https://www.salesforce.com/form/contact/contactus-accelerators.jsp?d=70130000000mB7U&internal=true
https://www.salesforce.com/services-training/index-b.jsp?r=X&s_tnt=87526:1:0


お問い合わせ

最適なアクセラレータの選択
最適なアクセラレータを選択するには、サクセスマネージャーまでお気軽
にお問い合わせください。直面する課題や今後の可能性をお伺いし、お客
様のニーズに沿った提案をさせていただきます。または以下のクラウド別
ポートフォリオをご参照ください。

Marketing

マーケティング
Community

コミュニティ
Sales

営業支援
Service

カスタマーサービス

カタログを見る

ウェビナーに参加

スペシャリストのサポートを得てビジネスゴールを達成したいとお
考えなら、ぜひウェビナーにご参加ください。業務内容に合った適
切なアクセラレータの選択方法をご紹介します。
ウェビナーに参加する>

お問い合わせ

ご不明な点がございましたら、アカウントエグゼクティブまでお問
い合わせいただくか、Webサイトにて詳細をご確認ください。
お問い合わせ>

Platform

プラットフォーム
Analytics

アナリティクス

https://www.salesforce.com/form/contact/contactus-accelerators.jsp?d=70130000000mB7U&internal=true
https://www.salesforce.com/services-training/index-b.jsp?r=X&s_tnt=87526:1:0
https://attendee.gotowebinar.com/rt/1065336974123220226
https://www.salesforce.com/form/contact/contactus-accelerators.jsp?d=70130000000mB7U&internal=true


お問い合わせ

アクセラレータ導入の必要条件： 

 Premier Success、Premier+  
Success、またはSignature Success 

Planをご契約のお客様

アクセラレータをご購入されているBasic 
Success Planのお客様

ビジネス目標を明確にしてエンゲージメン
トを支持していただけるエグゼクティブス

ポンサー

Salesforceスペシャリストの指示に沿って
実際の作業を進めるシステム管理者また

は担当者

アクセラレータのリクエスト
Premier Success、Premier+ Success、またはSignature Success 
Planをご契約されているお客様は、それぞれのプランに対応するポー 
トフォリオの一覧からアクセラレータ*をリクエストできます。アクセラ
レータライブラリwww.salesforce.com/assets/pdf/cloud-services/
accelerator-library.pdfからお客様のプランのポートフォリオを検索して
ください。ヘルプ＆トレーニングポータルからアクセラレータのリクエス
トを送信できます。 

お客様のプランのアクセラレータポートフォリオに含まれないアクセラ
レータをご要望の場合、あるいは、Basic Success Planをご契約の場合
は、アクセラレータを個別にご購入いただく必要があります。ご利用開
始にあたっては、弊社営業担当またはSuccessマネージャーにお問い合
わせください。

*提供地域によってはご利用いただけない場合があります。

https://www.salesforce.com/form/contact/contactus-accelerators.jsp?d=70130000000mB7U&internal=true
https://www.salesforce.com/services-training/index-b.jsp?r=X&s_tnt=87526:1:0
http://www.salesforce.com/assets/pdf/cloud-services/accelerator-library.pdf
http://www.salesforce.com/assets/pdf/cloud-services/accelerator-library.pdf


お問い合わせ

営業支援

Sales

SALES CLOUDアクセラレータ

Sales Cloudなら、より迅速な成約
とスマートな販売を実現

Sales Cloudは売上の拡大、コストの削減、営業力の向上に大きく貢献し
ます。しかし、そのための効果的なコンソールの設計や、重複データへ
の対処、ダッシュボードの有効活用に支援が必要となる場合があります。

Sales Cloudアクセラレータはこれらの課題を解決するだけでなく、生産
性をさらに最適化し、営業チームがより早く契約を獲得できるよう支援す
ることを目的としています。

SALES CLOUD

32%
の成約率の向上

SALESFORCEアクセラレータを活用す
る企業での効果：

https://www.salesforce.com/form/contact/contactus-accelerators.jsp?d=70130000000mB7U&internal=true
https://www.salesforce.com/services-training/index-b.jsp?r=X&s_tnt=87526:1:0


お問い合わせ

アクセラレータ 概要 ビジネスの成果

Sales Cloud 
ダッシュボード

リアルタイムに意思決定し、パイプラインを増やし、営業サイクルを早めるために活用できる必須のダッ
シュボードをすぐに作成できるよう、Salesforceのスペシャリストが支援します。

収益の拡大、ビジネスイ
ンサイトの獲得

Sales Cloud Lightning
デスクトップ設計

Lightningは、強力かつ直感的な最新のUIを提供し、営業担当者の業務をより効果的にサポートします。
お客様がLightningを最大限に活用できるようにするために、弊社スペシャリストは、お客様と一緒に
最適な営業プロセスのユースケースを特定し、その後セールスパスを含む商談ワークスペースを設定し
ます。これにより営業担当者の生産性が向上し、管理業務にかかる時間を削減できるだけでなく、先を
見越した営業情報によりスマートな営業活動を実現できます。

短期間でROIを達成

Sales Cloudマーケティ
ングダッシュボード

マーケティングデータの本質を引き出します。洗練されたマーケティングリードを創出し、キャンペーンの
投資対効果を監視するのに役立つダッシュボードを用いて、KPIを追跡できるようにします。

収益の拡大

はじめようSales Cloud Sales Cloudをすばやくセットアップし、カスタマイズしましょう。弊社のスペシャリストが、2つのす
ぐに使えるオブジェクトの設定をサポートし、項目やページレイアウトの変更、ヘルプテキストの追加
、カスタム項目の作成、選択リストの修正を行う方法や、AppExchangeの基本的なレポートパッケージ
について説明します。これらのツールを利用することで、運用をすばやく開始することができます。

ROIを迅速に達成

Sales Cloudにおける
Outlookの活用

主要なデータポイントをOutlookとSales Cloudの間で同期することにより、案件の進捗状況をより正確に
把握。

運用コストの最小化

重複レコードの防止 重複レコードによってデータ品質が低下しないようにしましょう。重複レコードは貴重な時間を浪費させ
、データ品質を全体的に下げてしまいます。弊社のエキスパートによる支援のもと、重複管理を有効にし
て設定する方法を学ぶことで、データの冗長化を事前に回避できます。

運用コストの最小化

SALES CLOUDアクセラレータ

https://www.salesforce.com/form/contact/contactus-accelerators.jsp?d=70130000000mB7U&internal=true
https://www.salesforce.com/services-training/index-b.jsp?r=X&s_tnt=87526:1:0
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お問い合わせ

Service

SERVICE CLOUDアクセラレータ

Service Cloudにより顧客満足度の向
上を実現

Service Cloudは、コスト削減、ビジネスインサイトの獲得、顧客満 
足度の大幅向上に役立つ強力なツールです。しかし、お客様によって 
は、ケース解決に要する時間の短縮やコンソール設定の微調整、CTIシ 
ステムとの接続など、特定の課題に対するサポートが必要な場合も 
あります。

Sales Cloudアクセラレータなら、これらの問題にも柔軟に対応でき、 
パフォーマンスの最適化が可能なほか、営業チームの業績拡大や顧客 
満足度の向上が図れます。

SERVICE CLOUD

48%
ケース解決に要する時間の短縮

SALESFORCEアクセラレー 
タを活用する企業での効果：

https://www.salesforce.com/form/contact/contactus-accelerators.jsp?d=70130000000mB7U&internal=true
https://www.salesforce.com/services-training/index-b.jsp?r=X&s_tnt=87526:1:0


お問い合わせ

アクセラレータ 概要 ビジネスの成果

コンソールのケー 
スフィード

エージェントの生産性と顧客満足度を向上させます。Service Cloudのエキスパートによるサポートのも
と、エージェントがケースレコードをより効率的に更新し、履歴をすばやく検索できるようにSalesforce
コンソールの設定を支援します。

生産性を向上し、ROIを
迅速に達成

Service Cloudコンソー
ルデザイン

Salesforceのスペシャリストが、Service Cloudコンソールの設定を支援します。これにより、エージェ
ントは主要なデータに素早くアクセスできるようになりケースの解決時間を短縮できます。

コスト削減

Service Cloud 
ダッシュボード

カスタマーサービスのKPIをリアルタイムで参照できるようにします。Salesforceのスペシャリストが
、お客様の業務に必要な指標に応じたダッシュボードの作成をサポートします。

コスト削減、ビジネスイ
ンサイトの獲得

Service Cloud 
マクロデザイン

マクロによりケースのクローズに要する手間と時間を大幅に削減できます。サポート担当者の画面操作を
効率化し、データ入力エラーを削減するためのマクロ定義を、弊社エキスパートがお手伝いをします。

コスト削減

Service Cloudマクロ一
括処理

ケースキューは整理されていることに越したことはありません。このアク セラレータでは、ケースの対
応や整理や割り当てをスムーズに行えるよう に、Salesforce Console for Serviceの一括マクロの機能を
活用する方法を説明 します。一括マクロで重複ケース、不要なケースなどを削除する方法をお見せし な
がら、チームが効率的に対応し、ケースをクローズするまでの時間とサービス の応答時間を短縮できる
ように支援します。

運用コストの最小化

Service Cloudエスカレ
ーションルールによる
ケースの再割り当て

登録されたケースに対して通知やエスカレーションを行う方法をご紹介します。Salesforce のスペシャリ
ストが、お客様の現在の環境においてケースエスカレーションを活用するするにあたっての利用方法をご
紹介します。

ROIを迅速に達成

Service Cloud ケース割
り当てルールの設計

ケースを適切なエージェントに割り当てることで、迅速に、そして円滑に解決します。Service Cloud の
スペシャリストがケース割り当てのルールの設定方法を説明します。適切なエージェントが顧客に対応す
るように設定することで、効果的な解決へとスムーズに導くことができるようになります。

運用コストの最小化

SERVICE CLOUDアクセラレータ

https://www.salesforce.com/form/contact/contactus-accelerators.jsp?d=70130000000mB7U&internal=true
https://www.salesforce.com/services-training/index-b.jsp?r=X&s_tnt=87526:1:0
https://secure.sfdcstatic.com/jp/assets/pdf/success-services/salesforce-case-feed-for-console.pdf
https://secure.sfdcstatic.com/jp/assets/pdf/success-services/salesforce-case-feed-for-console.pdf
https://secure.sfdcstatic.com/jp/assets/pdf/success-services/Service-Cloud-Console-Design.pdf
https://secure.sfdcstatic.com/jp/assets/pdf/success-services/Service-Cloud-Console-Design.pdf
https://secure.sfdcstatic.com/jp/assets/pdf/success-services/Service-Cloud-Dashboard.pdf
https://secure.sfdcstatic.com/jp/assets/pdf/success-services/Service-Cloud-Dashboard.pdf
https://secure.sfdcstatic.com/jp/assets/pdf/success-services/salesforce-service-cloud-macro-design.pdf
https://secure.sfdcstatic.com/jp/assets/pdf/success-services/salesforce-service-cloud-macro-design.pdf
https://secure.sfdcstatic.com/jp/assets/pdf/success-services/accelerator-service-cloud-macros-to-cleanup-cases.pdf
https://secure.sfdcstatic.com/jp/assets/pdf/success-services/accelerator-service-cloud-macros-to-cleanup-cases.pdf
https://secure.sfdcstatic.com/jp/assets/pdf/success-services/accelerator-service-cloud-reassign-cases-with-case-escalation.pdf
https://secure.sfdcstatic.com/jp/assets/pdf/success-services/accelerator-service-cloud-reassign-cases-with-case-escalation.pdf
https://secure.sfdcstatic.com/jp/assets/pdf/success-services/accelerator-service-cloud-reassign-cases-with-case-escalation.pdf
https://secure.sfdcstatic.com/jp/assets/pdf/success-services/accelerator-service-case-assignment.pdf
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お問い合わせ

SERVICE CLOUDアクセラレータ

アクセラレータ 概要 ビジネスの成果

Service Cloudケースエ
スカレーションの管理

応答時間を短縮することで顧客満足度を向上させましょう。Service Cloud のエキスパートが、ケース
のエスカレーションプロセスの設定を支援します。このプロセスにより、顧客の問題に適切な方法で迅
速に対応できるようになります。

ROI の迅速な達成

Service Cloudナレッジ
プランニングの基礎

サポート担当者やお客様が、必要な情報を簡単に入手できるようにしたいとお考えでしたら、このアク
セラレータを使ってService Cloudナレッジの利用を開始してください。Salesforceのエキスパートが、
主要コンポーネント、ナレッジの設定、実装計画のベストプラクティスについてご案内します。

短期間でROIを達成

https://www.salesforce.com/form/contact/contactus-accelerators.jsp?d=70130000000mB7U&internal=true
https://www.salesforce.com/services-training/index-b.jsp?r=X&s_tnt=87526:1:0
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お問い合わせ

Marketing

MARKETING CLOUDアクセラレータ

Marketing Cloudなら、より多くの
見込み客を効果的に獲得

Marketing Cloudを利用することで、1対1の強力なカスタマージャー 
ニーを実現できます。また、より深いカスタマーインサイトの獲得や、
長期的で利益率の高い関係性を築くことが可能です。しかし、お客様 
によっては、ソーシャルリスニングツールの設定、時間のかかる作業 
の自動化、メールキャンペーンの設定および自動化など、特定のサポー
トを必要とする場合もあります。

Marketing Cloudアクセラレータなら、このような問題にも柔軟に対応で
きます。またパフォーマンスの最適化が可能なほか、営業チームはより多 
くの見込み客を獲得し、各キャンペーンの効果を向上させることができ 
ます。

MARKETING CLOUD

43%
ROIが向上

SALESFORCEアクセラレー 
タを活用する企業での効果：

https://www.salesforce.com/form/contact/contactus-accelerators.jsp?d=70130000000mB7U&internal=true
https://www.salesforce.com/services-training/index-b.jsp?r=X&s_tnt=87526:1:0


お問い合わせ

アクセラレータ 概要 ビジネスの成果

データインポートの設
定と自動化

新しいデータをMarketing Cloudに取り込み、キャンペーンを推進します。お客様自身で追加のインポー
トを作成できるように、Salesforceのスペシャリストがデータインポートの実装と自動化を行います。

運用コストの最小化

メールのセグメント化の
設定とオートメーション

パーソナライズおよびターゲットの絞り込みを行ったメールキャンペーンの実施が可能です。お客様のビ
ジネスニーズに応じて新規または既存の購読者セグメントにもとづき、弊社のスペシャリストがメールキ
ャンペーンの設定および自動化を行います。

ROIの迅速な達成

Journey Builder Base 顧客や見込み客を、適切なコンテンツに最適なタイミングで関連付けることができます。エクスペリエン
スの向上と業務の効率化、およびコンバージョン率アップを図るための、パーソナライズされたカスタマ
ージャーニーを設計いただけるよう、弊社スペシャリストがサポートを提供します。

収益の拡大

レポート作成の設定
とオートメーション

25のMarketing Cloudレポートを設定、自動化、運用するために、Salesforceのスペシャリストが1対1の
サポートを提供します。

ビジネスインサ 
イトの獲得

Social Studio セン 
チメントのクイック 
スタート

自社のニーズに合わせてセンチメント分析の基準を微調整しましょう。このアク セラレータでは、
Marketing Cloudにデフォルトで登録されている辞書の単語と 重み付けの枠を超え、テナントレベルでセ
ンチメント分析を調整する方法を習得 します。これにより、自社に対する顧客の感情をより正確に測定
することができます。

ROI を迅速に達成

ソーシャルリスニング
と分析の設定

ソーシャルチャネルでのブランドのプレゼンスを監視します。弊社のスペシャリストによる支援のもとで 
Marketing Cloud Social Studio の設定方法を学習することにより、状況を把握してインサイトを獲得し
たうえで積極的なアクションをとれるようにして、キャンペーンを効果的に推進できるようにします。

ビジネスインサイトを 
獲得

SOAP APIによるメール
送信のトリガ

送信頻度の高い応答メールを自動的に送信できるようにします。購入商品のレシートやパスワードリセッ
トなどのメールの送信を自動的にトリガーすることで、手作業を減らし、時間と費用を節約できます。
Salesforce のエキスパートが詳細なガイダンスを提供し、SOAP API を用いてメール送信をトリガーする
ための条件を正しく定義できるように支援します。

収益の拡大、運用コスト
の最小化

標準トラッキングデー
タ抽出の設定

きめ細かいマーケティングインサイトが手に入ります。Marketing Cloud のエキスパートが、トラッキン
グデータ出力の自動化設定をサポートします。メールの送信からオープン、クリック、バウンスまでさま
ざまな時点のデータが得られるため、効果的なキャンペーンの実施に必要な情報を取得できます。

ROI の迅速な達成

MARKETING CLOUDアクセラレータ

*Marketing Cloud PremierまたはPremier+をご契約のお客様限定
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お問い合わせ

MARKETING CLOUDアクセラレータ

アクセラレータ 概要 ビジネスの成果

Marketing Cloud 
Connectの最適化

Marketing Cloud を Sales Cloud と Service Cloud にリンクさせると、より的確な顧客データを得るこ
とができます。このアクセラレータでは認定スペシャリストが Marketing Cloud Connect のベストプラ
クティスを紹介し、御社独自のニーズにもとづいて具体的な推奨事項を提案します。

コストの削減、運用コス
トの最小化

はじめようMarketing 
Cloud Social Studio

はじめようMarketing Cloud Social Studioアクセラレータでは、Social Studioの機能とビジネスニーズ
に合わせた利用方法、管理者およびユーザー設定のベストプラクティスについてご案内します。また、お
客様のソーシャルプログラムを次のステップへと進めるためのリソースもご利用いただけます。

運用コストの最小化

ソーシャルリスニング
と分析の設定

ソーシャルチャネルでのブランドのプレゼンスを監視します。弊社のスペシャリストによる支援のもと、
Marketing Cloud Social Studioの設定方法を学習することで、状況を把握してインサイトを獲得すること
が可能になり、アクションを積極的にとることができるようになります。これにより、キャンペーンを効
果的に推進できるようになります。

ビジネスインサイトを獲
得

https://www.salesforce.com/form/contact/contactus-accelerators.jsp?d=70130000000mB7U&internal=true
https://www.salesforce.com/services-training/index-b.jsp?r=X&s_tnt=87526:1:0
https://secure.sfdcstatic.com/jp/assets/pdf/success-services/accelerator-mc-connect-optimization.pdf
https://secure.sfdcstatic.com/jp/assets/pdf/success-services/accelerator-mc-connect-optimization.pdf


お問い合わせ

Community

COMMUNITY CLOUDアクセラレータ

強力なオンラインコミュニティを構築し、
生産性と働きかけを向上

Community Cloudは、従業員、顧客、パートナーの間の強力なコミュニ
ティ構築をサポートします。強固なコミュニティにより、ロイヤルティ
を深め協力体制を向上できるほか、すべての関係者とこれまで以上に良
好な関係を築くことが可能です。しかし、お客様によっては、Chatterの
社内導入やコミュニティデザインの遅延など、ROIの向上を阻む問題に直
面する場合もあります。

Community Cloudアクセラレータなら、このような問題にも柔軟に対応
できます。またパフォーマンスの最適化が図れるほか、充実したエクスペ
リエンスでチームワークの向上につながるような強力なオンラインコミュ
ニティの構築が可能です。

COMMUNITY CLOUD

45%
顧客維持率の向上

SALESFORCEアクセラレー 
タを活用する企業での効果：

https://www.salesforce.com/form/contact/contactus-accelerators.jsp?d=70130000000mB7U&internal=true
https://www.salesforce.com/services-training/index-b.jsp?r=X&s_tnt=87526:1:0


お問い合わせ

アクセラレータ 概要 ビジネスの成果

社内ユーザへのChatter
定着化支援

組織全体で協力体制の強化が図れます。従業員がファイルやデータにアクセスでき、より効果的に業務を
遂行するためにエキスパートとコンタクトが取れるよう、SalesforceのスペシャリストがChatterの設定
をサポートします。

ROIの迅速な達成

Customer Community
の概要

お客様がサポートに問い合わせなくても答えを見つけられるようサポートしましょう。Salesforceのエキ
スパートがCommunity Cloudとその最新機能についてご紹介します。新しいコミュニティの構築、また
は既存コミュニティの最適化に際してご活用頂けるリソースもご案内します。

短期間でROIを達成

Partner Community 
の概要

Partner Communityを立ち上げたいが方法がわからないということはありませんか。このアクセラレー
タでは、Community Cloudとパートナーコミュニティの概要についてSalesforceのスペシャリストがご
紹介します。お客様自身のパートナーコミュニティをすばやく立ち上げるためのインサイトとリソースも
ご案内します。

短期間でROIを達成

COMMUNITY CLOUDアクセラレータ

https://www.salesforce.com/form/contact/contactus-accelerators.jsp?d=70130000000mB7U&internal=true
https://www.salesforce.com/services-training/index-b.jsp?r=X&s_tnt=87526:1:0
https://secure.sfdcstatic.com/jp/assets/pdf/success-services/Chatter-Adoption-Datasheet.pdf
https://secure.sfdcstatic.com/jp/assets/pdf/success-services/Chatter-Adoption-Datasheet.pdf
https://secure.sfdcstatic.com/jp/assets/pdf/success-services/accelerator-community-customer-art-of-possible.pdf
https://secure.sfdcstatic.com/jp/assets/pdf/success-services/accelerator-community-customer-art-of-possible.pdf
https://secure.sfdcstatic.com/jp/assets/pdf/success-services/accelerator-community-partner-art-of-possible.pdf
https://secure.sfdcstatic.com/jp/assets/pdf/success-services/accelerator-community-partner-art-of-possible.pdf


お問い合わせ

Platform

プラットフォーム&アプリ向けアクセラレータ

SalesforceのApp Cloudでビジ
ネスを変革

SalesforceのApp Cloudとプラットフォームは、ビジネスを変革し、 
強力なエクスペリエンスと仕事の進め方を新たに構築するとともに、 
顧客の期待を超えるようなソリューションを多数提供します。しかし、
お客様によっては、テクノロジーを最大限に活用するにあたり、組織 
戦略やガバナンスの枠組みの策定、またモバイル環境の最適な設計 
など、特定の問題に直面する場合もあります。

App Cloudとプラットフォーム向けのアクセラレータなら、このような
問題にも柔軟に対応でき、パフォーマンスの最適化が図れるほか、従業
員とお客様のシームレスなエクスペリエンスが実現できます。

プラットフォーム&アプリ

48%
ITコストの削減

SALESFORCEアクセラレー 
タを活用する企業での効果：

https://www.salesforce.com/form/contact/contactus-accelerators.jsp?d=70130000000mB7U&internal=true
https://www.salesforce.com/services-training/index-b.jsp?r=X&s_tnt=87526:1:0


お問い合わせ

アクセラレータ 概要 ビジネスの成果

Center of Excellenceの
設計

Center of Excellence（CoE）フレームワーク導入のための30、60、90日の実行計画作成を弊社スペシャ
リストがサポートします。CoEはシステムの複雑性とリスクを管理しつつ、継続的に企業の戦略目標実現に
向けたプロジェクトを進める上での基礎となります。

運用コストの最小化

ガバナンスの基礎 Salesforceソリューションをいっそう効率よく管理するためのガバナンスフレームワークを開発します。
弊社のスペシャリストが、何千もの導入の成功事例から得たインサイトを提供し、ビジネス目標に合わせ
て調整されたガバナンス規定のドラフト作成をお手伝いします。

コストの削減、および運
用コストの最小化

Salesforceの組織健
全性評価

導入後もSalesforceの最適なパフォーマンスを維持するために、弊社スペシャリストがシステム全体の主
要エリアについて健全性をチェックし、問題があれば診断を行い対処法をご提案します。

運用コストの最小化、 
ROIの迅速な達成

Salesforce Sandboxの
設計

複数の開発チームによるSalesforce上での継続的なリリースサイクルが実現できるよう、効果的な
Sandbox環境をデザインします。

ROIの迅速な達成

Salesforce1 モバイルア
プリの利用定着化

Salesforceの利用を拡大することで、チームで達成する成果も拡大できます。数値化可能このアクセラレ
ータでは、これまでの実績を基にまとめられたSalesforce1モバイルアプリの利用率の把握や企業内へ浸
透させるプロセスについてご紹介します。

ROIの迅速な達成

Salesforce1 モバイルア
プリの設計

Salesforce1モバイルアプリをカスタマイズすれば、スマートフォンで業務を行うこと 
も可能です。社外で業務を行うチームの生産性を向上させるため、このアクセラレータ 
では、お客様の業務に合わせたアプリのカスタマイズ方法をご紹介します。

運用コストの最小化

Salesforce プラットフ
ォームによるプロセス
の自動化

キーとなるビジネスプロセスを自動化し、チームのイノベーションを促進しましょう。弊社のスペシャリ
ストによる支援のもとプロセスを評価し、選択したプロセスを自動化することで手作業に費やしていた時
間を節約できます。その時間を使って目指す成果を達成しましょう。

コストの削減

Salesforce データバッ
クアップおよび管理ク
イックスタート

もし誤って Salesforce 上のデータを削除してしまったらどうしますか？このアクセラレータでは、重要
な情報を保持し、ビジネスをスムーズに遂行する方法について説明します。Salesforce のデータをバッ
クアップおよび復元する方法とベストプラクティスについて学びます。

運用コストの最小化

プラットフォーム&アプリ向けアクセラレータ

https://www.salesforce.com/form/contact/contactus-accelerators.jsp?d=70130000000mB7U&internal=true
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お問い合わせ

アクセラレータ 概要 ビジネスの成果

Salesforce1モバイルス
ターターキット

営業担当者が、必要な情報すべてに社外からアクセスできるようにしましょう。こ のアクセラレータで
は、Salesforce1モバイルアプリを最大限に活用することで、 チームの 
効率と生産性を向上させる方法を紹介します。モバイルを利用する営業担 当者は、このツールの基本
的な操作方法とともに、データを検索、管理、利用する 方法を習得することができます。

ROI を迅速に達成

Salesforce 利用状況ス
コアカード

組織内の特定範囲の状況を可視化することで、より大きな取り組みを計画できる ようになります。この
アクセラレータは、導入状況、使用状況、主要設定に関す るスコアカードの生成方法を紹介します。ス
コアカードは、Salesforceを導入し て数年経過したお客様に最適です。うまくいっていることは何かを明
示して、特 定の課題を解決するための推奨事項を提供します。

運用コストの最小化

Lightningの設定とカス
タマイズ

どのようにSalesforce Lightningを導入しらよいか分からないというお悩みはございませんか。このアク
セラレータでは、お客様がLightningについての理解を深め、特定のユーザーに展開できるよう、認定ス
ペシャリストがお手伝いします。また、Lightningアプリやコンポーネントの開発をどのように始めれば
よいかをご案内いたします。

コスト削減, 運用コスト
の最小化

Lightning 設定クイック
スタート

Salesforce エキスパートが Lightning 利用をご支援いたします。設定、カスタマイズ、パーソナライズ
など幅広くサポートいたしますので、ご利用初期段階から Lightning のメリットを最大限に活用いただ
けます。

ROI を迅速に達成

プラットフォーム&アプリ向けアクセラレータ

https://www.salesforce.com/form/contact/contactus-accelerators.jsp?d=70130000000mB7U&internal=true
https://www.salesforce.com/services-training/index-b.jsp?r=X&s_tnt=87526:1:0
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お問い合わせ

Analytics

ANALYTICS CLOUDアクセラレータ

Analytics Cloudにより、業績拡大に
つながるビジネスインサイトを獲得

ビジネス関連のデータは企業活動の増加・継続と比例して日々増え続け
ています。Wave Analyticsは、社内に分散するビジネスデータを統合し、
トレンドを見極め、インサイトに確証を得るなど、より効果的な意思決定
を支援します。適切なタイミングで適切な部署のメンバーが適切な情報に
素早くアクセスでき、ビジネス判断ができる状態にあること、さらにそ
の見解を素早く適切なメンバーに共有できる環境があれば、社内外のビジ
ネス生産性の向上し、強力な競合優位性を獲得することが可能です。

Wave Analytics導入による効果を拡大する上で、整合性のあるデータ
の確保、会社全体・部門・役割に応じたダッシュボードの作成・展開の
サポートが必要な場合もあります。Wave Analytics Cloudアクセラレー
タは、これらの課題に柔軟に対応し、データから有用なインサイトを獲
得し、Salesforce投資の効果を拡大させるためのビジネス・IT部門へのサ
ポートを行います。

ANALYTICS CLOUD

SALESFORCEアクセラレー 
タを活用する企業での効果：

より優れたビジネスインサイトを獲得

https://www.salesforce.com/form/contact/contactus-accelerators.jsp?d=70130000000mB7U&internal=true
https://www.salesforce.com/services-training/index-b.jsp?r=X&s_tnt=87526:1:0


お問い合わせ

アクセラレータ 概要 ビジネスの成果

Wave Analyticsへの
データロード

外部ソースからWave Analyticsにデータを取り込む支援をします。Wave プラットフォームの機能を活か
すには、適切なデータを準備することが大切です。このアクセラレータでは、Salesforceと外部データを
Waveプラットフォーム上で結合を支援することで、データの正確性、信頼性を向上させ、レポート自体
の品質が向上するよう支援をいたします。

運用コストの最小化

Wave Analyticsデー
タセキュリティ設定

組織の適切な人が適切なデータにアクセスできる分析プラットフォーム構築を目指し、このアクセラレー
タでは、外部からのデータアクセスを制限するだけでなく、Salesforceに既に設定されているセキュリテ
ィ設定をWaveにも適用する支援を行ったり、内部でのアクセス要件を整理とその実装ベストプラクティ
スをご説明します。

コストの削減

Service Waveスター
ターキット

Wave Analytics Cloudを最大限に活用し、より深いビジネスインサイトを得るため、このアクセラレー
タでは、スペシャリストのサポートのもと、初期設定を行い、お客様のユースケースをもとにダッシュ
ボードのプロトタイプを作成します。さらにお客様のユースケースごとにベストプラクティスをご提供し
ます。

ビジネスインサイトの 
獲得

Sales Waveスターター
キット

Sales Wave Analyticsのご利用が初めてのユーザー様向けに、運用をスムーズに 開始していただくため
のご支援をいたします。スペシャリストがSales Waveの初 期セットアップ方 法、ベストプラクティス、
お客様のビジネスにど のように活 用できるかのガイダンスを行います。このメニュー実施により、Sales 
Wave実装 の本来の目的である管理時間の短縮、 営業担当のレポート作成の効率化、迅速な 利用の実現
を目指します。

ビジネスインサイトの 
獲得

Wave Analytics設定オ
リエンテーション

Analytics Cloudは初めてで使い方がよくわからないというお客様もご安心ください。このアクセラレー
タでは、お客様がWave Analyticsを素早く使い始めて頂けるよう、弊社のエキスパートが初期設定および
操作方法ののガイダンスを行います。

ビジネスインサイト
を獲得

ANALYTICS CLOUDアクセラレータ

https://www.salesforce.com/form/contact/contactus-accelerators.jsp?d=70130000000mB7U&internal=true
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