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SALESFORCE 認定 PARDOT コンサルタント資格について 

Salesforce 認定 Pardot コンサルタントプログラムは、Pardot アプリケーションの実装の経験が

あるコンサルタントを対象としています。Salesforce 認定 Pardot コンサルタントは、Pardot の

管理および認定の経験があり、顧客のビジネス要件を満たして、長期にわたって顧客の成功に寄

与し、維持、拡張することができる Pardot ソリューションの設計と実装に長けていることが求

められます。この資格には、Pardot アプリケーション、エンドユーザーが利用できる機能、

Pardot の実装時に利用できる設定および管理のオプションの幅広い知識も必要です。  
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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 Pardot 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。この受験ガイドでは、Salesforce 認定 Pardot 

コンサルタント試験、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 では、合格の可能性を高

めていただくために、実務経験、オンラインコースの修了、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 PARDOT コン

サルタント 

Salesforce 認定 Pardot コンサルタントは通常、Pardot アプリケーションおよび関連ツールの実

装について 6 か月以上の実践経験が求められます。Salesforce 認定 Pardot 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スキルを有し、ビジネス要件の収集、代替ソ

リューションの設計と実装によりビジネスニーズを満たす必要があります。 

Salesforce 認定 Pardot コンサルタントの受験者は、以下の経験、スキル、知識、能力が必要で

す。 

 クライアントのマーケティングから営業までの現在の戦略を特定して理解する  

 クライアントの目標を Pardot の機能に対応付ける 

 KPI（重要業績評価指標）の分析に基づいてクライアントのビジネスニーズを満たす戦略を

設計する 

 ビジネスの目標を達成するためにオートメーションプロセスを推奨する  

 Pardot ツールと機能 (Salesforce Engage) を推奨し、マーケティングから営業までの戦略を

実装する  

 データおよびコンテンツの移行戦略を開発して推奨する  

 技術的な設定の意味と重要性を明示する 

 既存のリードクオリフィケーション戦略を分析し、Pardot への適用を推奨する  

 既存のリードナーチャリング戦略を分析し、Pardot への適用を推奨する 

 既存のリードジェネレーション戦略を分析し、Pardot への適用を推奨する  

 Pardot のデータおよびアセットを整理するための拡張性のある方法を開発して推奨する  

 Pardot レポートで生成されたデータを分析し、システム最適化のための助言を行う 

 Exam Guide に示す参考資料と Pardot から追加提供される学習資料を学習する時間がある 

受験者は、Marketing Cloud、Salesforce IQ、Analytics Cloud、Service Cloud、Communities 

Cloud、Salesforce プラットフォームと Salesforce アプリケーションの知識は問われません。ま

た、Salesforce Sales Cloud の実装および設定、Salesforce のワークフロー、トリガー、

Salesforce レポートの推奨や、顧客の DNS または Web のホスティングプロバイダー、CMS の

トラブルシューティングについても問われません。  
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セクション 3.  試験について  

Salesforce 認定 Pardot 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: 70%  

 受験料: 20,000円（税抜） 

 受験方法:  試験会場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: Salesforce 認定 Pardot 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。 
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セクション 4.  推奨トレーニングと参考資料 

この試験を受験するにあたって Salesforce University では、受験者が Salesforce 認定 Pardot ス

ペシャリスト資格を保持していることを前提条件としています。  

Pardot の Training & Certification チームは、Pardot アプリケーションの実装における 6 か月の

実践経験、オンライントレーニングコースの修了、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。 

Pardot の Training & Certification チームは、受験準備として以下のオンラインリソースを推奨し

ます。 

 トレーニングコース: Pardot コンサルタント（日本語） 

 動画: Salesforce Connector Introduction (英語) 

 ダウンロードできるコンテンツ: Salesforce Connector Set Up Guide (英語) 

 ダウンロードできるコンテンツ: Salesforce Engage Admin User Setup: A Guide for the 

Admin User (英語) 

 オンラインコース: Testing Emails with A/B Testing (英語) 

 オンラインコース: Progressive Profiling (英語) 

 オンラインコース: Building an Email (英語) 

 オンラインコース: Form Handlers (英語) 

 オンラインコース: Tracking Google Adwords in Pardot (英語) 

 ドキュメントシリーズ: オートメーション 

 ドキュメントシリーズ: テクニカル設定 

 ドキュメントシリーズ: Which Automation Tool should I use? (英語)  

 ドキュメントシリーズ: フォームとフォームハンドラ 

 ドキュメントシリーズ: メールの送信 

 ドキュメントシリーズ: ダイナミックコンテンツ 

 ドキュメントシリーズ: グレーディング 

 ドキュメントシリーズ: Pardot レポートの概要 

 ドキュメントシリーズ: スコアリング 

 ドキュメントシリーズ: メールのコンプライアンスと到達率 

 ドキュメントシリーズ: Best Practices: Pardot and Salesforce Campaign ROI (英語) 

 ホワイトペーパー: Complete Guide to Lead Nurturing (英語) 

 ホワイトペーパー: Content Creation Guide (英語) 

 ホワイトペーパー: The Complete Guide to Automated Lead Scoring and Grading (英語) 

 ホワイトペーパー: Marketing Automation Buyer’s Guide (英語) 

 ホワイトペーパー: Scoring and Grading Handbook (英語) 

http://www.pardot.com/training/salesforce-connector-introduction/
http://www.pardot.com/training/salesforce-connector-setup-guide/
http://www.pardot.com/training/salesforce-engage-admin-user-setup-a-guide-for-the-admin-user/
http://www.pardot.com/training/salesforce-engage-admin-user-setup-a-guide-for-the-admin-user/
http://www.pardot.com/training/email-0911-testing-emails-with-ab-testing/
http://www.pardot.com/training/forms-88-progressive-profiling/
http://www.pardot.com/training/email-0411-building-an-email/
http://www.pardot.com/training/form-handlers-15-introduction-to-form-handlers/
http://www.pardot.com/training/google-adwords-67-tracking-google-adwords-in-pardot/
http://help.pardot.com/customer/ja/portal/topics/845041-automations/articles
http://help.pardot.com/customer/ja/portal/topics/845113-technical-setup/articles
http://help.pardot.com/customer/portal/articles/2128111?b_id=11139
http://help.pardot.com/customer/ja/portal/topics/845072-forms-form-handlers/articles
http://help.pardot.com/customer/ja/portal/topics/845062-email-sending/articles?b_id=11139
http://help.pardot.com/customer/ja/portal/topics/845055-dynamic-content/articles
http://help.pardot.com/customer/ja/portal/topics/845074-grading-/articles
http://help.pardot.com/customer/ja/portal/articles/2127115-pardot-reporting-overview?b_id=11139
http://help.pardot.com/customer/ja/portal/topics/845102-scoring/articles
http://help.pardot.com/customer/ja/portal/topics/845057-email-compliance-deliverability/articles
http://help.pardot.com/customer/portal/articles/2128589-best-practices-pardot-salesforce-campaign-roi
http://www.pardot.com/whitepapers/complete-guide-lead-nurturing/
http://www.pardot.com/whitepapers/content-creation-guide/
http://www.pardot.com/whitepapers/scoring-and-nurturing/
http://www.pardot.com/whitepapers/marketing-automation-buyers-guide-2/
http://www.pardot.com/whitepapers/scoring-grading-handbook/
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 ホワイトペーパー: The Complete Guide to B2B Email Marketing (英語) 

 動画: Email Overview (英語) 

 Pardot ラボ: Lead Nurturing Lab (英語) 

 

これに加えて、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して、受験ガイドの

試験範囲セクションに示すトピックを検索し、これらのトピックに関連する情報を学習すること

も推奨します。ドキュメント、ヒント集、ユーザガイドは、Pardot にログインし [Head to our 

Knowledge Base] のリンクをクリック、または、 

http://help.pardot.com/customer/ja/portal/articles にアクセスしてご覧いただくことができます。 

 

  

http://www2.pardot.com/blog/pdt/0615/email-marketing-guide?url_called=70130000000mEYX
http://www.pardot.com/training/email-0111-email-overview/
http://www.pardot.com/nurturing-lab/
http://help.pardot.com/customer/ja/portal/articles
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セクション 5.  試験範囲 

Salesforce 認定 Pardot 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 Pardot アプリケーションの実践経験があり、以下に示す各分野の知識と

専門技術が必要です。 

 

情報収集・分析と戦略策定 

 クライアントの現在のソフトウェアソリューションおよびツールの評

価を含むシナリオに従って、Pardot の初期のステップを分析して優先

順位を付ける  

 クライアントの現在の Salesforce の設定と既存のオートメーションプ

ロセスの評価を含むシナリオに従って、Pardot の初期のステップを分

析して優先順位を付ける 

 クライアントのデータ (マーケティングアセット、リード、取引先責

任者など) の評価を含むシナリオに従って、Pardot の初期のステップ

を分析して優先順位を付ける 

 クライアントの諸目標に従い、関連する Pardot の機能を選択する 

 KPI（重要業績評価指標）の分析に基づいてクライアントのビジネス

ニーズを満たす戦略を策定する 

 

アカウント設定  

 技術的な設定の意味と重要性を明らかにする 

 データおよびアセットの移行戦略を策定して推奨する 

 カスタムユーザーロールの作成方法を理解して説明する 

 カスタムオブジェクトの作成方法を理解して説明する 

 与えられたシナリオに従い、Pardot と Salesforce を設定する順序を助

言する 

 与えられた利用に関するガバナンス計画に従って、命名規則、ユー

ザーロール、フォルダー構造に及ぶ組織戦略を開発し助言する 

 接続アプリケーション (Google Adwords、GoToWebinar、Webex) の

利点を説明する 

 

割合 

14% 

割合 

14% 
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リードジェネレーション 

 与えられた顧客シナリオに従い、リードジェネレーション戦略を開発して助言する 

 フォームハンドラを作成するステップを特定する  

 

ビジネスプロセスのオートメーション 

 与えられたシナリオに最適なオートメーションツール (オートメーションルール、

セグメンテーションルール、ダイナミックリスト、完了アクション) を推奨する   

 与えられたシナリオに従い、マーケティングイニシアチブ (アセット、トリガーポ

イント、通知等) を完了するための Pardot における一連のイベントを設計する 

 

メールマーケティング   

 与えられたシナリオに従い、メールマーケティング戦略を開発して実装する 

 与えられたシナリオに従い、リードナーチャリング戦略を開発して実装する 

 

リード評価  

 リード評価戦略を開発して実装する (複数のスコアリングカテゴリの使用、プロ

ファイルの作成、グレーディングの自動化を含む) 

 リード評価基準に従い、評価済みおよび未評価のリード/プロスペクトを分類する 

 与えられたシナリオに従い、評価済みおよび未評価リードを業務全体でどのような

流れで取り扱うかのモデルを助言する 

 

  

割合 

14% 

割合 

14% 

割合 

12% 

割合 

13% 
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プロスペクト環境のパーソナライゼーション 

 Pardot で高度なダイナミックコンテンツを作成する 

 与えられたシナリオに従い、プロスペクトとの接点をパーソナライズする方法を助

言する (ダイナミックコンテンツやコンテンツマーケティングのアプリケーション

の使用方法に関するベストプラクティスを含む)  

 

レポート 

 Pardot レポートで生成されたデータやクライアントの目標といったシナリオに従

い、システムが最適化するための変更について助言する  

 フォームとランディングページのレポート属性を比較対照する  

 

 

SALESFORCE ENGAGE 

 Salesforce Engage を営業部門や担当者が使用する目的で設定する 

 Salesforce Engage の利点を説明する  

割合 

7% 

割合 

7% 

割合 

5% 
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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 Pardot 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. LenoxSoft 社では、過去 3 か月間、同社の Web サイトに興味のある製品が入力できる

フォームを提供してきました。同社では、フォームが登録 (Submission) されるたびに、カス

タム項目が更新されるようにしたいと考えています。また、過去にフォームを登録したすべ

てのカスタム項目も更新することを考えています。 

これを実現するために、LenoxSoft 社ではどのオートメーションツールの組み合わせを使用

すべきですか？ 

答えを 1 つ選んでください。 

A. オートメーションルールと完了アクション 

B. セグメンテーションルールと完了アクション 

C. ダイナミックリストとオートメーションルール 

D. 完了アクションとダイナミックリスト 

 
 

2. LenoxSoft 社のマーケティングチームは、同社の Web サイトに訪れた全ビジター企業名のリ

ストを地域の営業マネージャと共有しています。地域の営業マネージャは、電話による営業

活動と最近の商談についてサイト上での行動が見られるかどうかについて知見を得るために

リストを使用します。 

このプロセスを自動化するには、Pardot 管理者はどの順序でステップを実行すべきですか？ 

答えを 1 つ選んでください。 

A. [Send daily prospect activity emails (for my prospects)] を有効にする。マネージャに

通知するページアクションを有効にする 

B. 特定の IP 範囲のビジターフィルターを有効にする。マネージャに通知するページア

クションを有効にする 

C. 特定の IP 範囲のビジターフィルターを有効にする。[Send daily visitor activity 

emails] を有効にする 

D. [Send daily visitor activity emails] を有効にする。[Send daily prospect activity emails 

(for my prospects)] を有効にする 
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3. LenoxSoft 社では、Web サイト上でアクティブではなくなっているプロスペクト向けに再エ

ンゲージメントプログラムを実装したいと考えています。 

Pardot のマーケターは、プロスペクトの再エンゲージメントを目的として限定プランやコン

テンツの提供に集中するために、どのように Engagement プログラムを設計すべきですか？ 

答えを 1 つ選んでください。 

A. 次の基準でプロスペクトをリストに追加するオートメーションルールを作成する: 

Prospect time :: last activity :: greater than :: 180 days ago。再エンゲージしたプロス

ペクトを販売促進プランに導くエンゲージメントプログラムにそのリストを受信者

リストとして追加する 

B. 次の基準でプロスペクトを照合するダイナミックリストを作成する: Prospect time :: 

last activity :: greater than :: 180 days ago。再エンゲージしたプロスペクトを販売促

進プランに導くエンゲージメントプログラムにそのリストを受信者リストとして追

加する 

C. 次の基準でプロスペクトを照合するセグメンテーションリストを作成する: Prospect 

time :: last activity :: greater than :: 180 days ago。プロスペクトの再エンゲージのた

めに、販売促進プランを含むリストメールが毎週金曜日に自動送信されるようにス

ケジュール設定する 

D. 次の基準でプロスペクトを照合するダイナミックリストを作成する: Prospect time :: 

last activity :: greater than :: 180 days ago。プロスペクトの再エンゲージのために、

販売促進プランを含むリストメールが毎週金曜日に自動送信されるようにスケ

ジュール設定する 
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セクション 7.  サンプル問題の回答 

1. A 

2. C 

3. A  
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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 Salesforce 認定 Pardot コンサルタント資格を維持するには、オンラインで提供される認定

Pardot スペシャリストリリース試験に合格する必要があります。 

リリース試験は年 1 回公開されます。 

*Salesforce 認定 Pardot コンサルタント資格を 2016 年 11 月 30 日までに取得されている場合は

こちらをご参照ください。 

 

 

アメリカ : 

www.salesforce.com/training 

電話: 1-877-TRAIN10 

Email: educationcoordinator@salesforce.com 

アジア太平洋 :  

www.salesforce.com/au/training 

電話: 1-800-789-984 

Email: apactraining@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/pardot-faq.jsp

