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基本資格 上位資格
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ク
ト

Salesforceの製品知識と関連する業務知識を保持していることを証明するグローバル共
通資格です。基本資格と上位資格で構成され、基本資格の合格後に上位資格を受験でき
ます。基本資格に対するTrailheadの更新モジュールを完了することにより、その上位資
格も含めて維持されます。

開発者、アーキテクトにおすすめのファーストステップ

管理者、コンサルタント、アーキテクトに
おすすめのファーストステップ

認定アドミニストレーター

認定CPQスペシャリスト

認定上級Platformデベロッパー

認定Platform
アプリケーションビルダー

認定Platformデベロッパー

認定Dataアーキテクト

認定Sharing and Visibility
アーキテクト

認定Development Lifecycle and 
Deploymentアーキテクト

認定Identity and Access
Managementアーキテクト

認定Integrationアーキテクト
CRM

Analytics

認定CRM Analytics and Einstein 
Discoveryコンサルタント

認定上級アドミニストレーター

認定Sales Cloudコンサルタント

認定Experience Cloud
コンサルタント

認定システムアーキテクト

認定アプリケーション
アーキテクト

認定資格

認定JavaScriptデベロッパー

認定Herokuアーキテクト

認定B2C Commerce
デベロッパー

認定B2C Commerce
アーキテクト

認定Service Cloud
コンサルタント 認定Field Serviceコンサルタント

前提または取得必須資格

マ
ー
ケ
タ
ー
／

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

認定Pardotスペシャリスト 認定Pardotコンサルタント

認定 Marketing Cloud
アドミニストレーター

認定Marketing Cloud
コンサルタント

認定Marketing Cloud
メールスペシャリスト

認定 Marketing Cloud
デベロッパー

認定アソシエイト



  

MuleSoft 認定インテグレーショ
ンアーキテクト Level 1

Tableau Desktop Specialist Tableau Certified Data Analyst

Tableau Server Certified 
Associate

MuleSoft認定開発者 Level 2 (英
語のみ)

MuleSoft認定開発者 Level 1

MuleSoft 認定プラットフォーム
アーキテクト Level 1

M
uleSoft

Tableau

認定 MULESOFT 資格 認定 TABLEAU 資格
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資格名 概 要 受験前提資格 推奨コース 試験料（税抜）
［対象バウチャー］

認定アソシエイト S a l e s f o r c eの機能に関する基礎的な知識を備え、 
Salesforceを操作できることを証明します。 な　し 10,000円

[アソシエイト試験用]

認定アドミニストレーター Salesforce製品の導入に必要な基本的なカスタマイズ、
設定、管理に必要な知識があることを証明します。 な　し

・Salesforce管理Ⅰ [前編]＋[後編]
・認定アドミニストレーター試験
　ポイントスタディ

20,000円
［本試験用共通］

認定上級
アドミニストレーター

Salesforce製品の高度な管理機能をカスタマイズ、設
定、管理に必要な知識があることを証明します。 認定アドミニストレーター

・Salesforce管理Ⅱ
・Sales Cloud管理 アドバンス
・Service Cloud管理
・認定上級アドミニストレーター
　試験ポイントスタディ

認定Sales Cloud
コンサルタント

Sales Cloudソリューションのコンサルタントとして必要
な設計と実装ができる知識があることを証明します。 認定アドミニストレーター

・Sales Cloud管理アドバンス
・認定Sales Cloudコンサルタント試験
   ポイントスタディ

認定Service Cloud
コンサルタント

Service Cloudソリューションのコンサルタントとして必
要な設計と実装ができる知識があることを証明します。 認定アドミニストレーター

・Service Cloud管理
・認定Service Cloudコンサルタント
　試験ポイントスタディ

認定Field Service
コンサルタント

顧客のフィールドサービス要件に基づいてコンサルタント
として必要な管理ができる知識があることを証明します。 認定Service Cloud コンサルタント ・Field Service の実装

認定Experience Cloud
コンサルタント

Salesforce Experience Cloudのコンサルタントとして必
要な設計と実装ができる知識があることを証明します。 認定アドミニストレーター

・Experience Cloudサイトの
　作成と管理
・認定Experience Cloud
　コンサルタント試験ポイントスタディ

認定CPQスペシャリスト Salesforce CPQプラットフォームを使用した見積フローの
設計・構築・導入に必要な知識があることを証明します。 な　し

認定Platform
アプリケーションビルダー

Salesforce Platformの宣言的カスタマイズ機能を使用し
たカスタムアプリケーションの設計、構築、リリースに必
要な知識があることを証明します。

な　し
・Salesforce Platformアプリケーション
　ビルダー 基礎
・認定Platformアプリケーション
　ビルダー試験ポイントスタディ

認定Platform
デベロッパー

Salesforce Platform上でのカスタムアプリケーションの
構築に必要な知識があることを証明します。 な　し

・Salesforce Platform開発者: Apexと
　Visualforce［前編］ ＋［後編］
・認定Platformデベロッパー試験
　ポイントスタディ

認定上級Platform
デベロッパー

複雑なビジネスロジックとインターフェースの開発に必要
な、Salesforce Platformとデータモデリングの高度なプ
ログラミング機能に関する知識があることを証明します。 
※本資格取得には、Trailhead Superbadgeの取得も必
要です。

認定Platform
デベロッパー

・Salesforce Platform開発者:Apexと
　Visualforce［前編］＋［後編］
・インテグレーションソリューション
　の設計と構築

多肢選択式試験：20,000円
［本試験用共通］

Trailheadの
Superbadge（英語）：無料

認定B2C Commerce
デベロッパー

Commerce Cloud Digitalを使用したeコマースソリュー
ションの開発知識やスキルがあることを証明します。 な　し

・Salesforce B2C Commerce開発者
・Salesforce B2C Commerce 
　ストアフロントの管理
・認定B2C Commerceデベロッパー
　試験ポイントスタディ

20,000円
［本試験用共通］

認定JavaScript 
デベロッパー

1つ以上のフレームワークでJavaScript言語を使用してフ
ロントエンドまたはバックエンドアプリケーションを開発
し、効率とメンテナンス性に優れた再利用可能なソリュー
ションを設計、開発、テストできるスキルを習得しているこ
とを証明します。 ※本資格取得には、Trailhead Super-
badgeの取得も必要です。

な　し

多肢選択式試験：20,000円
［本試験用共通］

Trailheadの
Superbadge（英語）：無料

認定OmniStudio
デベロッパー

OmniStudio宣言型開発ツールを使用してクラウドアプ
リケーションを開発する知識、スキル、経験を有する事を
証明します。

な　し 20,000円
［本試験用共通］

認定B2C Commerce 
アーキテクト

標準のデザインパターンを使用して複数のブランドとチャ
ネルをサポートするグローバルサイトをデザインする知
識やスキルを習得していることを証明します。

認定B2C Commerce
デベロッパー

40,000円
アーキテクト

デザイナー試験用

認定B2Cソリューション
アーキテクト
* 現在日本語での提供を停
止しています。

エンタープライズアーキテクチャの事業部門のリーダー、
デリバリー部門のリーダー、テクニカル部門のリーダーな
どの多様な立場から収集した意見をまとめ、お客様に戦
略的なビジネス価値をもたらすソリューションを構築でき
ることを証明します。

認定Platform 
アプリケーションビルダー、
認定Integrationアーキテクト、

認定Dataアーキテクト

認定Dataアーキテクト
アーキテクチャ環境と要件を評価し、エンタープライ
ズデータの管理に最適な、信頼性、スケーラビリティ、
パフォーマンスに優れたソリューションをSalesforce 
Platform上で設計する知識があることを証明します。

な　し ・ アプリケーションアーキテクト ・
　エキスパタイズ

認定Sharing and 
Visibilityアーキテクト

アーキテクチャ環境と要件を評価し、共有と可視性の要
件を満たす、 信頼性、スケーラビリティ、パフォーマンスに
優れたテクニカルソリュ ーションをSalesforce Platform
上で設計する知識があることを 証明します。

な　し ・ アプリケーションアーキテクト ・
　エキスパタイズ

認定Development 
Lifecycle and Deployment 
アーキテクト

アーキテクチャ環境と要件を評価したうえで、その要件
を満たす管理ソリューションを Salesforce Platform上
に実装することができる知識があることを証明します。

な　し ・ システムアーキテクト ・
　エキスパタイズ

認定Identity and Access 
Management
アーキテクト

アーキテクチャ環境と要件を評価し、シングルサインオ
ン（SSO）の要件を満たす、信頼性、スケーラビリティ、
パフォーマンスに優れたソリューションをSalesforce 
Platform上で設計する知識があることを証明します。

な　し ・ システムアーキテクト ・
　エキスパタイズ

認定Integration
アーキテクト

アーキテクチャ環境を評価し、エンドツーエンドの統合
要件を満たす、信頼性とスケーラビリティに優れたテク
ニカルソリューションをSalesforce Platform上で設計す
る知識があることを証明します。

な　し
・インテグレーションソリューション
　の設計と構築
・システムアーキテクト・
　エキスパタイズ

基本資格 上位資格認定資格一覧  https://tandc.salesforce.com/credentials
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Analytics

基本資格 上位資格

資格名 概 要 受験前提資格 推奨コース 試験料（税抜）
［対象バウチャー］

認定Herokuアーキテクト
スケーラブルなソリューションの設計と、アプリケーション
のリリースや管理、Heroku (特に Heroku Enterprise) での
チーム、ビルドワークフローの管理ができる知識やスキル
があることを証明します。

な　し

認定アプリケーション
アーキテクト

宣言的な観点から機能要件を評価する知識があることを
証明します。

・認定Platform
　アプリケーションビルダー
・認定Platform デベロッパー
・認定Dataアーキテクト
・認定Sharing and Visibility
　アーキテクト

・ アプリケーションアーキテクト ・
　エキスパタイズ

試験なし。左記の資格
をすべて取得すること
により自動的に付与さ

れます。

認定システム
アーキテクト

顧客のシステムのアーキテクチャをプログラミング的アプ
ローチで評価する知識があることを証明します。

・認定Platformデベロッパー 
・認定Development Lifecycle
　and Deployment アーキテクト 
・認定Identity and Access 
　Management アーキテクト 
・認定Integration アーキテクト

・ システムアーキテクト ・
　エキスパタイズ

試験なし。左記の資格
をすべて取得すること
により自動的に付与さ

れます。

認定テクニカル
アーキテクト 

顧客のシステムのアーキテクチャを評価し、安全でパフォー
マンスに優れたテクニカルソリューションをSalesforce 
Platform上で設計できる知識があることを証明します。

・認定システムアーキテクト 
・認定アプリケーション
　アーキテクト

 ・ 認定テクニカルアーキテクト
　レビューボード試験対策
　ワークショップ 

200,000円
テクニカルアーキテクト

事前評価用

・テクニカルアーキテクト
　事前評価の合格

500,000円
認定テクニカル
アーキテクト

レビューボード試験用

認定CRM Analytics and 
Einstein Discovery 
コンサルタント

CRM AnalyticsとEinsteing Discoveryでのアプリケーショ
ン、データセット、ダッシュボード、ストーリーの設計、作成、
サポートの基本的な知識とスキルがあることを認定しま
す。

な　し
・ CRM Analytics: レンズと
　ダッシュボードの構築
・ CRM Analytics: 構築と管理

20,000円
［本試験用共通］

認定Pardotスペシャリスト
Account Engagementを使用して、マーケティング施策に
おけるワークフローを設計、構築、実装するための知識が
あることを証明します。

な　し ・Account Engagement基礎

認定Pardotコンサルタント
Account Engagementの導入におけるコンサルタントとし
て、長期的な成功をもたらすソリューションの設計と実装
ができる知識があることを証明します。

認定Pardotスペシャリスト ・Account Engagement
コンサルタント

認定 Marketing Cloud
アドミニストレーター

Marketing Cloud でエンドユーザーに提供される機能お
よび使用可能な構成オプションに関する知識があること
を証明します。

な　し

・Marketing Cloudによる
　カスタマージャーニーの作成と分析
・認定 Marketing Cloud
　アドミニストレーター試験
　ポイントスタディ

認定Marketing Cloud
メールスペシャリスト

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、MarketingCloudメールアプリケーションとの外部連携
に必要な知識があることを証明します。

な　し
・Marketing Cloudによる
　カスタマージャーニーの
　作成と分析

認定Marketing Cloud
コンサルタント

Salesforce Marketing Cloudのコンサルタントとして、メ
ールアプリ ケーション等を設計・実装し、戦略的かつ戦術
的なマーケティングキャ ンペーンのソリューションを提供
できる知識があることを証明します。

認定Marketing Cloud 
アドミニストレーター

・Marketing Cloudによる
　カスタマージャーニーの
　作成と分析
・Marketing Cloud Connect 基礎
・認定Marketing Cloud
　コンサルタント試験
　ポイントスタディ

認定Marketing Cloud 
デベロッパー

HTML、CSS、AMPscript を利用したメール、ランディング
ページ、フォームなどの動的でパーソナライズされたマーケ
ティングアセットの開発経験がある Marketing Cloud 開
発者であり、SQL に習熟していること、Marketing Cloud 
API の使用経験があることを認定します。

認定Marketing Cloud
メールスペシャリスト

認定Education Cloud
コンサルタント

お客様のビジネス要件を満たし、保守性や拡張性を備え、
お客様の長期的な成功に貢献する Education Cloud ソ
リューションの設計と実装を遂行できることが求められ
ます。

認定アドミニストレーター

認定Nonprofit Cloud
コンサルタント

お客様のビジネス要件を満たし、保守性や拡張性を備え、
お客様の長期的な成功に貢献する Nonprofit Cloud ソ
リューションの設計と実装を遂行できることが求められ
ます。

認定アドミニストレーター

認定OmniStudio
コンサルタント

お客様に直接対応する立場で、OmniStudio ツールを使用
したクラウドアプリケーションの構築に関するコンサルテ
ィングの経験を有する事を証明します。

な　し
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●上記ページより、試験に申し込んでいただけます。
● 試験監督のもと受験します。 
● 試験に関するお問い合わせは、jtraining@salesforce.comまでお問い合わせください。

受験方法    https://trailhead.salesforce.com/ja/credentials/administrator

・推奨コースは試験の学習に有効ですが、試験内容をすべて含み合格を保証するものではありません。出題範囲はWebサイト
にある受験ガイドを必ずご確認ください。

・Trailheadの試験対策用Trailmixや試験対象機能のモジュールもご活用ください。『Salesforce 公式』のキーワード
で、Salesforceから提供する公式のTrailmixをTrailhead内で検索できます。

   https://trailhead.salesforce.com/ja/ Salesforce 公式

資格名 概 要 受験前提資格 推奨コース 試験料（税抜）
［対象バウチャー］

MuleSoft Certified 
Developer - Level 1 
(MuleSoft 認定開発者 
Level 1, MCD)

開発者が基礎的なAPIやインテグレーションを設計、テ
スト、デバッグ、デプロイ、そして管理するための、 また
は、Anypoint Platform と Anypoint Studio の連携をする
ための知識と技術を持っていることを認定します。

な　し
・ Anypoint Platform 
Development: Fundamentals  (開
発: 基礎)

40,000円

MuleSoft Certified 
Integration Architect - 
Level 1 (MuleSoft 認定イン
テグレーションアーキテクト 
Level 1, MCIA)

術職、または非技術職のステークホルダー (利害関係者) 
の両方と連携し、機能要件と非機能要件をインテグレーシ
ョンのインターフェースと実装に落とし込むために、アーキ
テクトが必要な知識と技術を保持していることを認定しま
す。

な　し

・ Anypoint Platform 
Architecture: Integration
Solutions (インテグレーション
ソリューションズ)

40,000円

MuleSoft Certified 
Platform Architect - Level 
1 (MuleSoft 認定プラットフ
ォームアーキテクト Level 1, 
MCPA)

アーキテクトが、Anypoint Platform を使用し API 主導の
接続性 (API-led Connectivity) のアプローチを使用して、
個々の統合ソリューションから効果的なアプリケーション
ネットワークを出現させるために必要な知識と技能を有し
ていることを認定します。

な　し

 ・ Anypoint Platform 
Architecture:
Application Networks (アーキ
テクチャ: アプリケーションネッ
トワークス)

40,000円

Tableau Desktop 
Specialist

Tableau Desktop に関して基礎的な知識とスキルを持つ
個人を対象にした認定資格です。Tableau Desktop を利
用する必要がある従業員、パートナー、顧客、フリーラン
サーとして、Tableau の主要な知識を持っていることが証
明できます。

な　し
・Desktop I: Fundamentals 
(初級～中級)
・Desktop II: Intermediate 
(中級)

12,000円

Tableau Certified Data 
Analyst

ビジネス上の問題の把握、分析のために探索すべきデータ
の特定、実用的なインサイトの提供を行うことで、ステー
クホルダーがビジネス上の意思決定を行えるように支援す
る個人を対象にした認定資格です。

な　し ・Tableau Prep I 30,000円

Tableau Server Certified 
Associate

さまざまな Tableau 製品 (Tableau Desktop や Tableau 
Server など) を利用する必要がある従業員、パートナー、
顧客、フリーランサーとして、Tableau の主要な知識を持っ
ていることが証明できます。

な　し
・Tableau Server
 Administration
・Tableau Server
 Architecture

30,000円



 

* ドメインアーキテクト資格に試験はありません。必要なスペシャリゼーション資格をすべて取得すると自動的に付与されます。
** 認定テクニカルアーキテクト資格は、事前評価合格後、レビューボード試験に合格して取得します。

認定アドミニストレーター（オプション）

テクニカルアーキテクト

ドメインアーキテクト

スペシャリゼーション

認定テクニカル
アーキテクト

認定資格

認定アプリケーション
アーキテクト

認定Dataアーキテクト

認定Sharing and Visibilityアーキテクト

認定Platformデベロッパー

認定Platformアプリケーションビルダー

認定資格

認定資格:

認定システム
アーキテクト

認定資格

認定Developent Lifecycle 
and Deploymentアーキテクト
 
認定Identity and Access Management
アーキテクト
 
認定Integrationアーキテクト

認定Platformデベロッパー

認定資格:

認定Experience Cloudコンサルタント(オプション)

SALESFORCEアーキテクトジャーニー

テクニカルアーキテクトのキャリアパス

  https://trailhead.salesforce.com/
ja/career-path/technical-architect

Salesforceの最高峰資格『認定テクニカルアーキテクト』。 

製品機能、他システムとのインテグレーション、顧客の課題を解決して伝えるコミュニケーション、ハイパフォーマンスなソリューションの
設計技術など、Salesforceの特性を熟知し最適なシステム構築ができる多角的な技術知識とソリューションスキルがあることを認定します。

そこに至るまでの道筋は『Salesforceアーキテクトジャーニー』として体系化されています。 

アーキテクトジャーニーでは、特定の分野に関する専門知識を証明するスペシャリゼーション資格を一つひとつ取得していくことで、さら
に高度なドメインアーキテクト資格を獲得し、最頂点のテクニカルアーキテクト資格をめざします。

現在、全世界で400名以上、日本では17名の認定テクニカルアーキテクトが活躍しています。近年の米国での調査では、認定テ
クニカルアーキテクトへの求人件数は過去5年間で1,292%上昇、平均年収は105,000～141,000USドルとの報告が上がってお
り、Salesforceの製品機能と利用目的の多様化や、他製品も含めたクラウドシステムの普及に伴い、アーキテクトのスキルはますま
す求められるようになっています。

$105,000~
$141,000

平均年収

1,292%

求人増加率
 (過去5年間)

11,000

2018年の
新規求人件数

From U.S.A.



  

STEP1 スペシャリゼーション - 特定分野の専門知識をもつスペシャリスト

認定テクニカルアーキテクトに必要なスキルのうち、特定の分野に関する専門知識があることを証明します。資格の取得順序はなく、どの資
格からでも取得できます。いずれも業界に明示できる個別の認定資格です。資格保持者の企業にとっても、その分野において迅速なプロジェク
トで顧客企業を成功へと導くことのできる専門性を持つ人材がいることを証明できます。

スペシャリゼーション資格
● 認定Dataアーキテクト
● 認定Sharing and Visibilityアーキテクト
● 認定Development Lifecycle and Deploymentアーキテクト
● 認定Identity and Access Managementアーキテクト

● 認定Integrationアーキテクト
● 認定Platformデベロッパー
● 認定Platformアプリケーションビルダー
● 認定Experience Cloudコンサルタント

２つのドメインアーキテクト資格を取得後、テクニカルアーキテクト事前評価とレビューボード試験の合格により、最高
峰の認定テクニカルアーキテクト資格が取得できます。
事前評価とレビューボード試験は、審査員の前で行う仮想シナリオのプレゼンテーションとディスカッションをもとに
評価されます。

GOAL!! テクニカルアーキテクト - SALESFORCEを知り尽くしたトップランナー

STEP2 ドメインアーキテクト - 広範な専門知識を持つエキスパート
アプリケーションまたはシステムに関する広く深い知識を持つエキスパートであることを証明します。ドメインアーキテクト資格を取得するた
めに試験を受ける必要はありません。該当するスペシャリゼーション資格をすべて取得することで、広範な専門知識を持つことを証明するさら
に高度な資格として付与し、キャリアやビジネスの成長をサポートします。

宣言的な観点から顧客の機能要件を評価する
知識があることを証明します。
下記のすべての必須資格を取得することで付与されます。

● 認定Platformデベロッパー
● 認定Platformアプリケーションビルダー
● 認定Dataアーキテクト
● 認定Sharing and Visibilityアーキテクト

● 認定Experience Cloudコンサルタント
● 認定アドミニストレーター

● 認定Platformデベロッパー
● 認定Development Lifecycle and Deploymentアーキテクト
● 認定Identity and Access Managementアーキテクト
● 認定Integrationアーキテクト

● 認定アドミニストレーター

顧客のシステムのアーキテクチャをプログラミ
ング的アプローチで評価する知識があることを証明します。
下記のすべての必須資格を取得することで付与されます。

*取得推奨資格の内容は、認定テクニカルアーキテクトのレビューボード試験のトピックに含まれます。

認定アプリケーションアーキテクト

取得必須資格：

取得推奨資格*：

取得必須資格：

取得推奨資格*：

認定システムアーキテクト

Let’s get started!

さぁ、はじめよう

アーキテクトジャーニーは、各分野の専門知識を証明
するスペシャリゼーション資格の取得から始まりま
す。試験に必要な知識は、Salesforce社が認定した講
師によるクラスルームトレーニングや無料のオンライ
ントレーニング『Trailhead』を活用して、実機操作演
習を交えながら効果的に習得できます。同じ目的を持
つ仲間と交流できるオンラインコミュニティもご活用
ください。

オンライン
コミュニティ 

Architect Trailblazer Community
 https://tandc.salesforce.com/cta-community

Trailheadで
オンライン

自習

試験対策用Trailmix
 『アーキテクトジャーニー：認定テクニカルアーキテクト』
 https://tandc.salesforce.com/cta-trailmix

クラスルームトレーニングコース
 https://www.salesforce.com/jp/training

New! 認定テクニカルアーキテクト レビューボード
試験対策ワークショップ（CTA601V）開講！ 

認定講師から
学ぶ
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Salesforceは定期的にバージョンアップして新しい機能を提供し続けます。認定資格も基本資格を更新することで製品の進化に追随し
た有効な知識を保持していることを証明し、上位資格も含めて維持されます。各基本資格で指定されたサイクルのTrailheadの更新モ
ジュールを完了することで資格が更新されます。

● Trailheadの更新モジュールの提供期間は、約1年間です。Spring、Summer、Winter の各リリースサイクルの始めに、更新モジュールの提
供を開始します。提供期間は、提供開始後1年間となりますので、期間内に更新モジュールの完了をお願いします。スケジュールの詳細はウ
ェブサイトをご確認ください。

● Trailheadの更新モジュールを完了しバッジを取得することで資格が維持されます。バッジ取得の要件は、クイズのみならずハンズオンチャ
レンジを要する場合もあります。

● 言語は問いません。日本語 / 英語他どの言語のインターフェースでもモジュールは共通されており、モジュールを完了することにより本資格
は維持されます。

● 試験更新料は不要です。

資格の更新  https://trailhead.salesforce.com/ja/help?article=Maintaining-Your-Salesforce-Credential

資格の更新手続きのWebassessorからTrailheadへの変更により、Trailheadのリリースモジュールの完了を資格の
維持に反映させるには両アカウントのリンクが必要です。　
 https://trailhead.salesforce.com/ja/help?article=Link-Your-Trailhead-and-Webassessor-Accounts

TrailheadアカウントとWebassessorアカウントのリンクが必要です！


