
株式会社ケイズコーポレーション

提供サービスのご案内
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メニュー
サービスメニュー

導入支援サービス コア製品導入 事例 導入プロジェクト事例

基本導入支援

工数提供（T&M） パッケージ導入 A2Campaign

クイックスタートプラン – SFA編 - 予約管理

Service Cloud 導入支援パック

稼働後支援サービス 運用設計支援

簡易導入サービス Service Cloud 簡易導入プラン システム運用支援

アプリケーション保守

+導入支援サービス Experience Cloud 導入支援 運用要員派遣

Salesforce Field Service 導入支援 活用支援

Live Agent / Chat Bot 導入支援

Tableau CRM 導入支援 トレーニングサービス Salesforce管理者向け操作研修

Pardot 導入支援 レポート/ダッシュボード操作研修

CPQ 導入支援 ※準備中 データローダ操作研修

App Exchange 導入支援 ※準備中 Tableau CRM 操作研修 ※準備中

Pardot 操作研修 ※準備中

Salesforceプロジェクトの基本導入支援サービスとなります。
あらかじめご要件をお伺いさせて頂き、お客様のご要件に沿った形で個別にサービスをご提案させて頂きます。
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基本導入
ケイズの最も得意とするサービスはコア製品の導入となります。
あらゆるクラウドに対応し、お客様の規模感、および予算感に合わせたサービスを展開しています。

コア製品導入について

SFA 導入
Sales Cloud

MA 導入
Marketing Cloud

コンタクトセンター 導入
Service Cloud

その他業務アプリ 導入
Force.com

・顧客管理、見込管理、予実管理など、
あらゆる営業ニーズに応える構築を実現

・基幹システムへの受注/見積データ送信、
Salesforceへのマスタ/実績データ取込など、
周辺システムとの連携も合わせて構築可能

TBD

・小規模から大規模まで、あらゆるサイズの
コンタクトセンターの導入に対応

・Webフォーム、Live Chat、など、
Omni チャネルに対応したシステムを構築

・契約、請求など、基幹レベルのご要件も
あらゆるニーズに対応する提案/開発力

・その他、 人材管理、プロジェクト管理、
資産管理など、お客様のご要望に合わせて
業務のすべてのシステム化へ対応
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基本導入
Salesforceプロジェクトの基本導入支援サービスとなります。
あらかじめご要件をお伺いさせて頂き、お客様のご要件に沿った形で個別にサービスをご提案させて頂きます。

基本導入支援サービス

RFPが明確で要件定義からじっくりスタートしたい
▶ご提示頂いたRFPに沿った形でお客様への提案を個社ごとに実施
▶ ご要件の整理がしきれない場合は、要件定義からご支援し最適な構築を実現

マルチクラウドに対応して一元的に導入を進めたい
▶ +α 導入支援サービスと組み合わせてマルチクラウドに対応した構築を実現
▶ それぞれのクラウドに対応するスペシャリストをアサインし、質の高いサービスを提供

Force.com プラットフォームを利用して個別にアプリを開発したい
▶ 業務管理、人材管理、その他豊富な実績からどんな業務にも対応した構築を支援
▶ Salesforce内での開発はもちろん、周辺システムとの連携も含めての個別開発に対応可能

こんなお客様におすすめ

要件定義

受入テストデータ移行

要
件
定
義

構
築

稼
働
準
備

カスタマイズ カスタマイズ内容
確認／評価

個別開発
※オプション

結合テスト
※オプション

教育

本番稼働

※ご要件によっては要件定義はスキップし
構築からお請け致します

保守 / 
フォローアップ
※オプション

プロジェクト工程

お客様のご要望に合わせた導入プランをご提案します
標準的な構築から難易度の高い開発案件までご相談ください
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基本導入
工数提供サービス（T&M）
低予算での導入を目的とした、工数契約でのサービスとなります。
準委任でのご契約となり、ご契約工数の範囲内でご要望に応じたカスタマイズを実施致します。

要件が明確に定まっていないがとにかく早く使い始めたい
▶ 最短1ヶ月程度での立ち上げを実施
▶ 走りながら要件の明確化を実施し、柔軟に対応することで最適な形での着地を目指す

まずは標準機能を有効活用したい
▶ ケイズのノウハウを活かし、標準機能を最大限活かす形での構築を実現
▶ 将来性を見据え、標準機能のみでの構築を実施

まずは低予算でスモールスタートしたい
▶ ご予算に合わせた工数での契約が可能
▶ ご契約工数の中で現実的かつ最適な機能構築でご提案

こんなお客様におすすめ

要件ヒアリング

カスタマイズ カスタマイズ内容
確認／評価

試行／本番 フォローアップ
※オプション最終調整

セ
ッ
シ
ョ
ン

カ
ス
タ
マ
イ
ズ

運
用
開
始

※作業はご契約工数内での実施となります。
ご要件によってはすべての作業を実施することができない可能性があります。

お客様に無理のない範囲で
導入期間︓2ヶ月程度 導入費用︓¥500,000（40H）
※期間、費用はご要件により変動します

プロジェクト工程
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基本導入
クイックスタートプラン - SFA編 - （集合研修サービス）
自らSalesforceの構築をご希望されるお客様に向けた、集合研修形式のハンズオントレーニング＋アフタフォローのサービスとなります。
カスタマイズスキルの習得に加えてSalesforceで営業管理をする基礎概念から学んでいただけます。

こんなお客様におすすめ

ともかく早期に安価で立ち上げたい
▶ セルフインプリをベースとすることで費用を抑えての構築を実現
▶ 進捗管理や個社ごとのご相談は経験豊富なコンサルタントが対応

Sales Cloud を自社に合わせた形でフル活用したい
▶ ケイズの事例ベースに、個社に合わせたカスタマイズを実施
▶ 研修後の定着化支援の中で個社ごとの個別要件を対応

Salesforceの基本概念のご説明。
また、組織の設定を含めた基本機能を学習いただく。

▶ 初回クラス

導入の流れ

取引先、商談等の実践的なカスタマイズを実施。
都度前回の振り返りを実施し、進捗を確認しながら進める。

▶ 第2回～第4回

運用前最終確認。
各社での実装をプレゼン形式で発表し、クラスを振り返る。

▶ 第5回

稼働後の個社別のフォローアップ対応。
実際の運用で発生する課題をケイズと共に解決していく。

▶ 定着化支援

初
回

集
合
研
修

稼
働
後

プラン価格
導入期間︓2ヶ月 導入費用︓¥400,000

稼働の定着を見据えた導入
▶ カスタマイズスキルを身につけていただくことで稼働後の運用をスムーズに
▶ PDCAを自社内で回せる体制を作ることで解約を防止する環境を
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基本導入
Service Cloud 導入支援パック
コンタクトセンターで必要となる基本的な機能をパッケージ化してご提供する導入支援サービスです。
コストをおさえて Service Cloud の特性を活かした導入を実現します。

ベーシックな機能で Service Cloud を利用したい
▶ コンタクトセンター立ち上げに必要な機能を網羅
▶ まずはシンプルに標準 Service Cloud を使い倒す形で構築

将来的にはコミュニティや Chat Bot などを導入したい
▶ オプションサービスとの組み合わせで将来の拡張は自由に選択可能
▶ 個別の開発を加えることで自社に適したUIやロジックを追加することが可能

こんなお客様におすすめ

その他オプション導入との組み合わせでニーズに合った構築を

FAQサイト Live Agent

ご参考価格
導入期間︓2ヶ月程度 導入費用︓¥1,500,000～

Chat Bot

機能 説明

顧客管理
・企業情報一覧表示
・企業担当者一覧表示

※BtoC対応も可能

チケット管理

・チケット一覧表示（対応ステータス毎のリストを5つ設定可能）
・対応ステータス設定（5ステータスを設定可能）
・問い合せカテゴリ設定（最大3階層で設定可能）
・問い合わせメール取り込み

（Supportメール最大3つ取り込み可能、対応チームへの自動割当）
・回答担当者割当て

メール管理

・自動応答メール（自動応答メールをSupportメール毎に設定可能）
・回答メール作成／送信（メール送信承認は含まず）
・メール再問合せ時、チケットへの自動関連付け及びステータス、

担当チームへの自動切替
・メールテンプレート選択

（メールテンプレートを自動応答以外に5つ設定可能）

ナレッジ
（社内FAQ）管理

・ナレッジ公開／非公開制御
・ナレッジバージョン管理
・公開承認フロー
・ナレッジメール差込み

集計
・問い合わせ件数
・ステータス件数
・各担当でケース対応数、
・問い合わせ取り込み～完了までの平均対応時間を各担当ごと

CTI連携
・着信時の顧客情報ポップアップ
・クリックToコール

※別途ご契約が必要です。（AmazonConnect、Biztelなど）



KEIZU CORPORATION LTD All Rights Reserved 8

簡易導入
Service Cloud 簡易導入プラン
コンタクトセンターでの問い合わせ対応に必要な機能を短期間で構築します。
コンタクトセンターを新規に立ち上げる場合、現状Excelなどで管理しているため状況把握が難しく早期にシステム構築が必要な場合にご活用ください。

短期間でコンタクトセンターを立ち上げたい
▶ 設定シートをベースに構築をすることで短期間での立ち上げが可能
▶ メール、問い合わせフォーム、Chatからの問い合わせ対応業務ができる範囲を構築

こんなお客様におすすめ

ご参考価格
導入期間︓2週間～ 導入費用︓¥1,200,000

機能 説明

顧客管理
・企業情報一覧表示
・企業担当者一覧表示

※BtoC対応も可能

チケット管理

・チケット一覧表示
・対応ステータス設定
・問い合わせカテゴリ設定
・問い合わせメール取り込み
・回答担当者割当て

メール管理

・自動応答メール
・回答メール作成／送信
・メール再問合せ時、チケットへの自動関連付け及びステータス、

担当チームへの自動切替
・メールテンプレート選択

ナレッジ
（社内FAQ）管理

・ナレッジ公開／非公開制御
・ナレッジバージョン管理
・ナレッジメール差込み

集計
・問い合わせ件数
・ステータス件数
・各担当でケース対応数、
・問い合わせ取り込み～完了までの平均対応時間を各担当ごと

問い合わせ
フォーム

・問い合わせフォーム作成
※フォームのデザイン作業は含まれておりません。
※URL、証明書を事前にご用意ください。

Chat
・Chat起動ボタン作成
・自動挨拶表示
・定型メッセージ表示

Service Cloud

お客様情報

お問い合わせ
情報

回答集

問い合わせ
フォーム

Chat

メール

お客様

オペレータ

マネージャ
お問合せ

状況確認

問合せ対応
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+ 導入
Experience Cloud 導入

FAQサイト構築パック
▶ FAQサイトに必要な機能を網羅したコミュニティを簡易的に構築
▶ ケイズのノウハウを提供することで短期間の導入を実現

ご要件に合わせて導入を実施

個別のご要件に合わせたコミュニティ構築
▶ パートナー、カスタマー問わず、個社ごとのニーズに合わせたサイトを構築
▶ 個別の要件に合わせたプランを立案し柔軟な提案を実施

画面名 機能一覧 説明

FAQサイト構築パック︓¥500,000～

TOP画面

メニューバー表示 Home、各カテゴリへのメニュー一覧

FAQカテゴリ一覧表示 FAQカテゴリ一覧を表示

お知らせ表示 サポートからのお知らせ表示

FAQ検索 FAQ検索

よくある質問一覧表示 ユーザによく参照されているFAQ一覧表示

FAQ一覧画面 カテゴリFAQ一覧表示 カテゴリーごとに関連するFAQ一覧表示

FAQ詳細 FAQ詳細表示 FAQ詳細表示

検索結果画面 検索結果一覧表示 FAQ検索結果表示

問合せ登録画面 問合せフォーム 問い合わせ登録

集計 FAQレポート FAQ詳細ページのPV数
FAQ検索キーワード一覧

プラン適用から個別の要件まで、まずはご相談ください
構築費用︓¥500,000～

コア製品との組み合わせで最適な構築を実現
▶ ケイズの得意とするコア製品と組み合わせスピーディーな立ち上げを実現
▶ 豊富な開発経験をもとに独自UIでの開発にも対応

コア製品構築の基本導入支援サービスへの追加サービスとして追加導入していただくためのプランとなります。
すでにコア製品をご利用中のお客様への導入についても個別に対応させていただきます。ご相談ください。
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+ 導入
Salesforce Field Service導入

企業向けPC不用品回収業者
▶ 日本初のSFS導入をサポート
▶ 担当者だけではなく車両情報も連動したリソース管理も同時に実現

導入済みのお客さま事例

コア製品構築の基本導入支援サービスへの追加サービスとして追加導入していただくためのプランとなります。
すでにコア製品をご利用中のお客様への導入についても個別に対応させていただきます。ご相談ください。

自動車部品整備業者
▶ 社内ホワイトボードを撤廃し、リアルタイムに要員の状況を把握
▶ 修理工程管理と連動し、業務の一元化を実現

標準機能から請求業務への連携まで幅広く対応します
構築費用︓次スライドに記載

不動産管理サポート業者
▶ スキル管理をフル活用し、適材適所の人員をリアルタイムにアサイン
▶ 社内在庫管理システムと連動し、無駄のないアサインを実現

・引き合い管理
・商談管理
・契約管理
・請求/入金管理

Salesforce Field Service

基幹システム

在庫照会・引き当て

アサイン担当者へ在庫を割り当て

導入事例：不動産管理サポート業社
Salesforce で業務全般を一元管理

基幹システムとの連携はAPIにて
リアルタイムに実施

10

Service Cloud
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+ 導入
Salesforce Field Service導入

設定対象範囲 説明 ミニマム
（1,500,000～）

スタンダード
（2,000,000～）

アドバンスド
（3,500,000～）

初期設定 SFSのインストールや、初期設定を行います。 ● ● ●

作業管理 作業に必要な情報を管理します。 ● ● ●

リソース管理 作業員の情報を管理します。 ※人数については別途ご相談 30人まで 50人まで 100人まで

アサイン管理 作業を作業員にディスパッチする為の設定情報を管理します。 ● ● ●

テリトリー管理 作業員や作業現場の対応するテリトリーを管理します。 ● ● ●

ガントチャート設定 ディスパッチを行う為の設定を行います。 ● ● ●

SFSモバイルアプリ設定 SFS専用のモバイルアプリの設定を行います。 ● ● ●

サービスレポート作成 SFS標準のサービスレポートを定義します。※標準で実現が難しい場合は別途ご相談 1つまで ２つまで ３つまで

作業種別管理 作業をテンプレート化し、入力の手間を軽減します。 ● ●

スキル管理 作業員や作業のスキル管理を行います。 ● ●

必要商品管理 作業に必要な商品の管理を行います。 ● ●

使用された商品管理 作業で使用した商品の管理を行います。 ●

協力会社作業管理 協力会社向けライセンスを利用した、協力会社の作業管理を行います。 ●

最適化 スケジュールポリシーの設定を行い、自動でディスパッチを行います。 ●

コア製品構築の基本導入支援サービスへの追加サービスとして追加導入していただくためのプランとなります。
すでにコア製品をご利用中のお客様への導入についても個別に対応させていただきます。ご相談ください。

※コア機能（顧客管理、商談管理、契約管理、受付管理、請求管理 等）の構築につきましては、上記プランに追加で御見積致します。
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+ 導入
Live Agent / Chat Bot 導入
Live Agent の導入を手軽に実施します。
また、追加オプションで汎用シナリオを含めた Chat Bot の導入もプランの中に含めることが可能です。

すでに Service Cloud を利用中だが、さらに活用の幅を広げたい
▶ ご利用中の組織へ追加導入を実施
▶ Service Cloud 導入プランと組み合わせることで新規のお客様にも安価な構築を実現

こんなお客様におすすめ

設定対象範囲 Live Agent 導入
(¥500,000～)

Chat Bot 導入
(¥1,200,000～)

Live Agent 基本設定 ✔ ✔

スキル設定 ✔ ✔

Chat Bot 起動ボタン作成 ✔

メインダイアログ作成（1メニュー） ✔

シナリオ数（10本/3階層まで） ✔

汎用Apex設定（3本） ✔

カスタムApex作成（3本） ✔

お客様とケイズにて今回の実装範囲を確定。
また、ご要件に合わせてお客様準備事項の依頼を実施。

管理項目を明確化し、Salesforce
との連携設定を実施。

サンプルシナリオの立案、ダイヤ
ログの検討。

配置用のChat画面の実装。 自社HPへChat画面起動のためのボ
タン埋め込み。

実装内容の最終確認。

▶ 要件ヒアリングセッション

▶ 基本設定 ▶ 要件精査

▶ サンプル実装 ▶ 自社HP設置

▶ 運用引き継ぎ

Chat Bot 導入の流れ
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+ 導入
Tableau CRM 導入

なにができるのか、どうすればよいのかから一緒に考えて欲しい
▶ KPIの設定や分析の切り口など、提案ベースでプロトタイプを作成
▶ お客様へノウハウを共有し、稼働後の体制を視野に入れた支援を実施

こんなお客様におすすめ
ミニマム

(¥300,000)
スタンダード
(¥1,000,000)

アドバンスド
(¥1,500,000～)

基本サービス

お打合せ回数 3回 6回 8回

Salesforce 連携設定 ✔ ✔ ✔

データセット作成 1個 2個 3個

データセット簡易SAQL対応
※複雑なSAQL対応はご相談 ✔

CSVデータ連携 ※手動 ✔ ✔ ✔

プロトタイプダッシュボード作成 2画面 2画面

プロトタイプ評価調整 3回実施 4回実施

セキュリティ設定 ✔

教育（汎用マニュアル/研修） ✔ ✔ ✔

オプションサービス

CSVデータ連携 ※自動 ¥500,000～ / 1ファイル

テストデータ作成 ¥200,000

追加ダッシュボード作成 ¥250,000 / 1画面(2回評価実施)

活用支援サービス ¥12,500 / 時間

プロトタイプイメージ/データソースのの擦り合わせ。

▶ 要件ヒアリングセッション

導入の流れ

プロトタイプダッシュボード作成。 プロトタイプダッシュボード評価。

▶ プロトタイプ作成 ▶ プロトタイプ評価

プロトタイプ確定後、汎用マニュアルを利用したダッシュボード作成操作方法の研修。

▶ 操作研修

プロトタイプ作成のためのデータセット作成。

▶ データセット作成

コア製品構築の基本導入支援サービスへの追加サービスとして追加導入していただくためのプランとなります。
すでにコア製品をご利用中のお客様への導入についても個別に対応させていただきます。ご相談ください。
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+ 導入
Pardot 導入
コア製品構築の基本導入支援サービスへの追加サービスとして追加導入していただくためのプランとなります。
すでにコア製品をご利用中のお客様への導入についても個別に対応させていただきます。ご相談ください。

まずは簡易にMAを導入したい
▶ お客様のニーズに合わせてサンプルシナリオを立案し、教育を実施
▶ コア製品と合わせて導入を進めることで、スムーズな構築を実現

こんなお客様におすすめ

ミニマム
(¥200,000)

スタンダード
(¥500,000)

アドバンスド
(¥800,000～)

Salesforce 接続設定 ✔ ✔ ✔

メール配信設定（1テンプレート） ✔ ✔

自社HPトラッキング設定支援 ✔ ✔

問合せフォームからのプロスペクト獲得 ✔ ✔

MAシナリオ作成支援（1シナリオ） ✔

活用支援サービス オプション

お客様とケイズにて今回の実装範囲を確定。
また、ご要件に合わせてお客様準備事項の依頼を実施。

管理項目を明確化し、Salesforce
との連携設定を実施。

メール配信用要件、フォーム要件
の洗い出しを実施。

メール配信設定/HPトラッキング用
タグ提示/問合せフォーム作成。

HPトラッキングタグの自社ページ
への埋込、問合せフォーム設置。

実装内容の最終確認。
メール配信設定、およびその他運用に必要な機能の説明。

▶ 要件ヒアリングセッション

▶ 基本設定 ▶ 要件精査

▶ サンプル実装 ▶ 自社HP設置

▶ 運用引き継ぎ

導入の流れ
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事例
導入プロジェクト事例
Service Cloud + Salesforce Field Service

各種情報 説明

業種 自動車修理

利用ユーザ数 60人前後

スケジュール 3ヶ月

利用機能 顧客管理、ケース管理、作業指示管理、アサイン管理、
作業報告管理

SFS対象機能 リソース管理、アサイン管理、スキル管理

連携有無 なし

導入事例①：問い合わせ管理と簡易アサイン管理

▶Excelで行っていた問合せ、及びアサイン管理を一元化し
業務効率を大幅に向上した。

▶標準での問い合わせ管理をベースにSFSアサイン機能を
シンプルに実装することで短期間、低コストでの導入を実現。

取引先 / 責任者

作業指示

作業担当
（50人）

作業登録

構築イメージ

ご参考価格
導入費用︓¥3,000,000

オペレーター
（5人）

ケース

SFSモバイルアプリ

PC

※オブジェクトは一部抜粋して表示しています。

アサイン情報

作業報告書

問合せ管理

作業員アサイン
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お客様情報

協力会社
作業リーダー
（10人）

契約

保守管理担当
（10人）

契約登録
物件登録
作業登録
作業監視

構築イメージ

Community

作業指示

物件

物件確認
作業確認
アサイン

協力会社
作業員
（30人）

作業確認
作業開始登録
作業終了登録

お客様担当者
情報

協力会社情報

SFSモバイルアプリ

PC

※オブジェクトは一部抜粋して表示しています。

アサイン情報

作業報
告書

事例
導入プロジェクト事例
Service Cloud + Salesforce Field Service + Experience Cloud (Contractor+)

各種情報 説明

業種 消防設備施工業

利用ユーザ数 50人

スケジュール 6か月

利用機能 顧客管理、契約管理、物件管理、作業管理、協力会社
管理、帳票出力

SFS対象機能

連携有無 なし

導入事例②：協力会社の作業管理をSFSにて構築

▶煩雑となっていた協力会社の作業管理をSFSにて管理。
各作業状況や作業の質の向上に繋がった。

ご参考価格
導入費用︓¥11,000,000
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事例
導入プロジェクト事例
Service Cloud + Salesforce Field Service + Force.com開発 + 他システム連携

各種情報 説明

業種 ファシリティサービス業

利用ユーザ数 100人

スケジュール 12か月

利用機能 顧客管理、受付管理、商談管理、契約管理、作業管理、
請求管理、帳票出力

SFS対象機能 リソース管理、アサイン管理、スキル管理

連携有無 在庫管理システムとの連携

導入事例③：一般家庭設備の修理業務をSFSにて構築

▶引き合いから受注、アサイン、作業結果報告、請求までの
一連の業務をSalesforceプラットフォームにて構築。

▶独自の見積や工事管理画面など、業務に適した独自UIを開発。
▶在庫は基幹システムを参照する方針で実装し、リアルタイムでデータ参照、

更新することで在庫状況を加味したアサインを個別の開発で実現。

ご参考価格
導入費用︓¥30,000,000

Salesforce

お客様情報

お問い合わせ
情報

電話

メール

SMS

お客様 オペレータ
（10人）

お問合せ

受付管理

商談

見積

作業指示

請求

営業担当者
(10人）

商談管理
見積管理
請求管理

在庫管理システム

ﾃﾞｨｽﾊﾟｯﾁｬｰ
（10人）

作業管理

在庫情報API連携

構築イメージ

請求書

見積書

作業報
告書

作業員
（70人）

SFSモバイルアプリ

作業登録

アサイン情報

※オブジェクトは一部抜粋して表示しています。
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パッケージ
A2Campaign
Tableau CRM ダッシュボードで最適に絞り込まれたプロスペクトを Salesforce キャンペーンへ連携します。
連携したキャンペーンメンバーは、Pardot へ連携し最適なアプローチを可能とします。（キャンペーン単独での管理も可能）

より高度な分析結果をメール配信ターゲットリストへ活かしたい
▶ Tableau CRM と Sales Cloud へ連携することで分析結果をスムーズにターゲットリストへ反映
▶ それぞれのクラウド製品を連携し、最大限の効果を発揮

こんなお客様におすすめ

Sales Cloud Pardot

Tableau CRM 外部データ

取引先
責任者 リード キャンペーン

顧客
▶ 顧客分析
▶ ターゲットリスト抽出

▶ メール配信
▶ トラッキング

パッケージ価格 ¥300,000
追加設定費用 ¥8,000 / 時間

※コア製品の設定作業やその他Cloud製品の設定費用は含みません
※赤字が本パッケージ適用範囲となります

お客様環境へパッケージをインストールし、基本設定を実施。
※インストールはテスト環境へ実施

ご利用いただくサンプルダッシュ
ボードを作成

テスト環境でお客様にて設定され
た内容の動作確認を実施

テスト環境より本番環境へ機能をリリース。

▶ パッケージインストール / 基本設定

▶ ダッシュボード作成 ▶ 動作確認

▶ 本番リリース

導入の流れ
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パッケージ
予約管理
Experience Cloud を利用したサービス予約サイトのパッケージとなります。
Force.com で構築する契約情報と連動し、チケット制での契約情報と連動した管理を可能とします。

スタンダードプラン価格
導入期間︓2ヶ月程度 導入費用︓¥1,500,000

自社のチケット性での契約情報と連動した予約サイトを構築したい
▶ サービスの申込から契約情報と連動したコミュニティサイトを実現
▶ カスタマイズを加えることで独自の契約ルールへの適応が可能

こんなお客様におすすめ

Force.com

Customer CommunityForce.com Sites
▶ 体験申込
▶ 会員申込

▶ 会員情報更新
▶ クラス/サービス予約

▶ 会員情報管理
▶ 契約情報管理

▶ コーススケジューリング
▶ スタッフ管理

▶ お知らせ管理

19

画面名 概要

体験申込 一般公開用の体験申込サイト

予約画面 会員向けのカレンダー形式でのクラス予約画面

会員管理画面 会員個人情報の管理画面

契約管理画面 会員に紐づく契約情報管理画面

コース管理画面 コース基本情報管理画面

コーススケジューリング画面 コースのクラススケジュール作成画面

講師管理画面 講師基本情報の管理画面

※デザインは別途ご相談
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稼働後
支援

Salesforce製品ご導入後のお客様に対する支援サービスとなります。
お客様内の運用体制に応じて、最適なサポートをご提供させていただきます。

稼働後支援

システム運用支援
サービス

活用コンサルティング
サービス

アプリケーション
保守サービス

各種トレーニング
サービス

SFA 導入
Sales Cloud

MA 導入
Marketing Cloud

コンタクトセンター 導入
Service Cloud

その他業務アプリ 導入

長年の経験による豊富な製品知識

遠隔操作によるご支援

集中管理でリーズナブルにご提供

経験豊富なコンサルタントのナレッジ提供

計画的な改善プラン立案支援

アドオン開発が必要な場合も安価に対応

クラウド設計、開発物の保全

軽微な改善要望にスピーディに対応

万が一に備えたサポート体制

製品基本操作

レポート、ダッシュボード操作

Dataloader操作

運用設計支援
サービス

SFA 導入
Sales Cloud

お客様個々の事情に応じた運用計画立案

Salesforce製品特有の作業を計画化

運用体制、監視、環境運用等多角的に検討

運用要員派遣サービス MA 導入
Marketing Cloud

スポット／長期どちらにも対応

salesforce認定技術者を派遣

お客様メンバの一員として参画
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稼働後
支援

はじめてsalesforceのシステム運用をご担当される管理者様向けに、システムの運用計画や日常の運用作業/運用体制などを一緒に検討し、
運用設計書として作成するお手伝いをさせていただきます。

運用設計支援サービス

運用をIT部門以外の部署で実施するので不安がある
▶ 通常必要となる運用作業のテンプレートをもとに、自社に沿った運用手順を確立
▶ 専門家よりのアドバイスをもとに運用チームを立ち上げ

クラウドシステムの自社適用が初めてで、運用ナレッジがない
▶ クラウド製品提供ベンダーのサポート範囲と自社での運用範囲を明確化
▶ クラウド特有の注意点、運用注意点をあらかじめ認識／対策

Salesforce運用管理を属人化させず、文書化の上チームで共有したい
▶ 運用設計書としてシステム運用に必要なサービス基準、運用作業を文書化
▶ 作成した運用設計書をチーム内でレビューし、担当不在時、異動時に備える

こんなお客様におすすめ

お客様のご要望に合わせた最適なサービスを立案します
サービス費用︓¥200,000～

システム運用設計書

・お客様運用体制
・構築アプリケーション特性
・salesforceライセンス特性
・社内システム運用ルール

▶ お客様システムの運用特性確認

・個別運用要件の洗い出し
・運用ルール設定のアドバイス
・運用設計書文書化支援

▶ 運用基準の設定 / 文書化

・運用体制
・運用スケジュール
・障害対応
・各種申請 etc

個社ごとの体制に合わせた運用設計を定義

お客様環境、導入アプリケーションの特性に応じて
安定したシステム稼働に必要な運用作業を定義します。
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稼働後
支援

システム運用に必要な各種作業に対し、クラウドの特性を生かしたオフサイトでの運用支援サービスをご提供します。
salesforceシステムに不慣れなシステム管理者様の不安を解消するとともに作業負担も軽減可能な作業代行サービスです

システム運用支援サービス

Salesforce特有のシステム運用作業は有識者に任せたい
▶ salesforceの運用、技術支援、操作に長けた専門メンバーによる作業代行
▶ ケイズのシステム環境維持管理ナレッジ/ツール活用による効率的な作業実施

システム運用担当が多忙なため作業をアウトソースしたい
▶ セキュリティチェックなど、定期的に実施が必要な作業の代行実施
▶ 繁忙期／新機能適用等、管理者の負担が高い時期のスポット対応ご支援

専門スキルを持ったメンバをリーズナブルに確保したい
▶ 予算の範囲内で必要なサービス内容を選択可能な保守サービスメニュー
▶ データの一括メンテナンスや環境移行等のスポット対応受付

こんなお客様におすすめ

お客様の運用状況に合わせてサービスを選択いただけます
サービス費用︓¥30,000～ / 月

セルフ
(¥30,000～/月)

ベーシック
(¥50,000～/月)

アドバンス
(¥200,000～/月)

自社システム部門の管理者自らが
運用する場合の最小限プラン

利用部門の方が運用を
ご担当される場合の標準プラン

クラウドサービス運用全般の委託を
希望される場合の拡大プラン

・お問合せ対応 (年最大12回)
・製品更新のご案内

・お問合せ対応 (年最大24回)
・製品更新のご案内
・最低限必要な運用管理代行

(ライセンス管理、セキュリティ管理、
設定バックアップ等）

・お問合せ対応 (年最大50回)
・製品更新のご案内
・システム運用業務全般への支援

(ベーシック内容＋ユーザ管理、構成管理、
稼働監視、サービス状況報告等）

オプションサービス

ユーザ管理/ヘルプデスク代行 ¥50,000～/月 ※ヘルプデスク代行は必要規模に応じ算定

定期作業実施
(データ削除、ログアーカイブ等) ¥20,000～/月

ライセンス・キャパシティ管理、
セキュリティ管理 ¥20,000～/月

設定データ/ユーザデータバックアップ ¥30,000～/月

障害切り分け、インシデント管理 ¥50,000～/月

開発環境管理 ¥20,000～/月

Sandbox環境構築、データ移行 ¥100,000～ ※スポット作業として対応

テスト支援、データメンテナンス支援 ¥50,000～/回

お客様拠点 クラウドサービス環境
お客様ご利用クラウドサービス

システム管理者様

システム利用者様

お問合せ調査

オプションサービス
ケイズサービス

担当者

情報入手、連携
サービス利用

社内での
問合せ/ご案内 運用問合せ

/結果報告

ケイズ社内
サポートセンター

運用支援サービス

製品情報提供
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稼働後
支援

システム品質を維持し、安定したサービス提供ができるよう、ご導入いただいたシステムの成果物保全/機能改善対応を行います。
ご導入いただいたシステムを安全に永くお使いいただくための保険としてご活用ください。

アプリケーション保守サービス

機能追加／改善要望対応に向け、継続的なサポートを受けたい
▶ 開発したシステムの維持、保守メンテナンスを行える体制の確立
▶ 継続的な機能改善を行うための開発リソース確保

自社担当の異動／離職に備え、システム内容を把握する副担当を確保したい
▶ 自社のカスタマイズ内容を共有し、システム担当の異動、離職リスクを軽減
▶ 軽微な改善、新機能の追加相談等、サービス提供時間は任意で設定可能

障害発生時に速やかに切り分け/復旧を行いたい
▶ システム開発メンバーへの問合せパスの確保
▶ システムを開発したメンバーだからこその的確で素早い切り分けと対策案のご提示

こんなお客様におすすめ

システム運用サービスご加入のお客様向けの割引もございます。ご検討ください。

保守30
(¥300,000)

保守60
(¥570,000)

保守120
(¥1,100,000)

基本サービス︓開発者サポート / 改善要望対応 / 障害対応

月最大対応時間 5時間 10時間 40時間

年最大対応時間 30時間 60時間 120時間

対応時間追加 ※基本サービスご契約のお客様のみ対象

ご契約時保守時間追加 ¥11,000/時間 ¥10,000/時間 ¥9,500/時間

期中での保守時間追加 ¥15,000 / 時間
契約時の時間を超過した場合の加算金額

基本サービス未契約のお客様向け

スポット保守 ¥20,000 / 時間

お客様システム管理者様 ケイズAP保守担当

お客様と共同で保守することで
サービス継続性リスクを軽減

共有
お客様のご要望に合わせた最適なサービスを選択いただけます
サービス費用︓¥300,000/年～
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稼働後
支援

自社リソースだけでは対応困難な規模の大きいシステム改善作業や日常の運用リソースの不足などが発生した際に、
お客様内システム担当としてケイズのsalesforce運用スタッフをご活用いただけます。

運用要員派遣サービス

やっぱり現地に来て対応してほしい
▶ お客様先に常駐し、リモート保守では把握できないオンプレミスシステム含めた支援を実施
▶ お客様先でしかできない作業（秘匿性高い情報の扱い）にも対応

定期的にまとまった量の運用作業が発生している
▶ 週に数日の常駐から、100%常駐までご要望のレベルに合わせご提案
▶ 派遣するメンバーはsalesforce管理者（Admin）資格取得者以上

現地メンバーへのスキルトランスファーをしてほしい
▶ システム立ち上げ時にお客様メンバーと一緒に作業を行うことでスキルを共有
▶ ケイズ内の技術情報、ドキュメント等を活用し、最新の技術情報をもとにご支援

こんなお客様におすすめ

期間、スキルをお客様のニーズに合わせた要員をアサインします
サービス費用︓¥800,000～ / 月

お客様拠点
お客様
システム
管理者

ケイズ運用スタッフ

ケイズ社内

要員はお客様拠点常駐 or ケイズ
社内作業どちらも形態も対応可能

※スポット／長期も応相談可

サービス担当者 技術担当者

社内サービス担当、
有識者と連携

作業指示

貴社システム運用担当の１スタッフとして業務に重視します
短期~長期等ご要望に合わせご提案いたします
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稼働後
支援

活用コンサルティングサービス

活用が促進しない
▶ 経験豊富なsalesforce導入コンサルタントにて、課題の抽出、改善点の洗い出しを実施
▶ 他社導入事例なども勘案した効果的な利用方法をレクチャ

システムを本格開発する前に有効性を検証したい
▶ お考えの機能に対する過去導入実績を基にした検証／アドバイスを実施
▶ アドオン開発が必要な機能もクイックにプロト開発し、実現性／有効性を確認

セカンドオピニオンが欲しい
▶ 現行システムに対する第三者意見/よろず相談窓口の提供
▶ システム改善の方向性に対する是非/他の実現方式の有無について等の確認

こんなお客様におすすめ

運用後の個社ごとに抱える課題に合わせてご提案します
費用 ¥500,000~ / 回 ※実施内容により個別にお見積もりいたします

システム管理者様 活用支援
コンサルタント

経験豊富なコンサルタントが
お客様の課題に合わせた助言をいたします

活用状況確認

改善に関するご相談QA

専門技術者によるQA

短期で効果的な改善の実施

安価にプロトタイプ開発を実施

Salesforce導入経験10年以上のベテランコンサルタントの
ナレッジ、ノウハウをご提供します

システムご導入後の継続的な改善、活用をケイズの過去実績に基づき、お客様視点でサポートします。
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稼働後
支援 システム管理者なら知っておきたい機能を短期間で習得。Salesforceをもっと便利に使いこなすスキルを身に着けていただきます。

習得したいスキルに合わせトレーニングメニューをお選び下さい。

各種トレーニングサービス
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サービスメニュー 教育内容

Salesforce管理者向け
操作研修

¥300,000
3回

基本設定（ユーザ管理）

データアクセス / セキュリティ

ユーザインターフェイス

アプリケーション/オブジェクト作成

自動化設定

データローダ操作研修

¥100,000
1回

データローダの機能概要

入力データの準備と作成手順

セットアップ

基本操作（登録/更新/削除/出力）

レポート・ダッシュボード
操作研修

¥100,000
1回

レポート作成

ダッシュボード作成

様々なKPIサンプルの紹介

運用を進める中てSalesforceを自社で独自進化させたい
▶ 色々な機能を使いこなしエンドユーザのリクエストを自社内で完結
▶ システム管理者スキルを短期間で身に着ける

マスタの一括メンテ、他システムからのデータ取込に対応したい
▶ データローダを使いこなし、CSVデータの一括データ作成、更新を実現
▶ 操作説明だけではなく、準備するデータの考慮点を実践形式で説明

入力状況は順調だが、蓄積されたデータを今ひとつ活用しきれない

▶ レポート / ダッシュボードの基本操作を習得し、思い通りに集計/分析を実施
▶ ケイズのノウハウに基づくKPIをお客様の観点に合わせた形でご紹介

お客様のニーズに合わせた研修を選択いただけます
研修費用︓¥100,000 / 受講者 ~ ※複数人ご受講の場合はお値引きいたします。

こんなお客様におすすめ
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