
業務管理

カスタムアプリケーション設定

【標準タブの設定】 設定内容 【標準タブの設定】 設定内容
ホーム デフォルトで表示 ユーザプロビジョニング要求 タブを隠す
Chatter デフォルトで表示 リストビューからの Quip 文書 デフォルトで表示
Chatter デフォルトで表示 リストメール タブを隠す
Lightning Bolt ソリューション デフォルトで表示 レコグニション デフォルトで表示
Lightning 使用状況 デフォルトで表示 レポート デフォルトで表示
ToDo デフォルトで表示 一時停止中のフロー デフォルトで表示
アイデア タブを隠す 営業免許 タブを隠す
アイデアのテーマ タブを隠す 価格表 タブを隠す
アプリケーションランチャー タブを隠す 会社の検出 デフォルトで表示
おすすめ タブを隠す 拡張レターヘッド デフォルトで表示
カレンダー デフォルトで表示 契約 タブを隠す
グループ デフォルトで表示 個人 タブを隠す
ごみ箱 デフォルトで表示 今日 デフォルトで表示
コンソール タブを隠す 取引先 デフォルトで表示
スキル デフォルトで表示 取引先責任者 デフォルトで表示
ストリーミングチャネル タブを隠す 受け取ったバッジ デフォルトで表示
ソーシャル人格 タブを隠す 受賞 タブを隠す
ソーシャル投稿 タブを隠す 商品 タブを隠す
ダッシュボード デフォルトで表示 承認フォーム タブを隠す
データ使用の法的根拠 タブを隠す 承認フォームテキスト タブを隠す
データ使用目的 タブを隠す 承認フォームデータ使用 タブを隠す
ドキュメント デフォルトで非表示 承認フォーム同意 タブを隠す
バッジ デフォルトで表示 承認申請 デフォルトで表示
ファイル デフォルトで表示 人 デフォルトで表示
プロファイル デフォルトで非表示 組織総計値 デフォルトで表示
プロファイルの概要 デフォルトで表示 注文 タブを隠す
プロファイルフィード デフォルトで表示 売上予測 タブを隠す
メールテンプレート デフォルトで表示 連絡先種別承諾 タブを隠す
メモ デフォルトで表示

【カスタムタブの設定の設定】 設定内容 【カスタムタブの設定の設定】 設定内容
ガソリン代管理 デフォルトで表示 経費集計 デフォルトで表示
システム設定マスタ デフォルトで表示 現場 デフォルトで表示
はじめに デフォルトで表示 出面 デフォルトで表示
バッチ実行 デフォルトで表示 出面集計 タブを隠す
会社 デフォルトで表示 出面登録 デフォルトで非表示
拠点 デフォルトで表示 出面明細 デフォルトで表示
経費 デフォルトで表示 職人 デフォルトで表示
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【システム管理者権限】 設定内容 【システム管理者権限】 設定内容
[表示先] リストを非表示 チェックなし パスワード無期限 チェックなし
Apex REST サービス チェック フィードでの投稿の固定 チェックなし
API の有効化 チェック フィード投稿とコメントを承認可能 チェックなし
Chatter に顧客を招待する チェック フローの利用状況とフローイベントデータを表示チェックなし
Chatter のモデレート チェックなし ヘルプリンクを参照 チェック
Chatter の質問への回答の確認 チェックなし ライブラリへのアクセス チェック
Chatter 内部ユーザ チェック リストビューを作成およびカスタマイズ チェック
Classic の公開メールテンプレートを管理チェックなし レターヘッドの管理 チェックなし
Community Cloud 向け Salesforce Mobile Publisher アプリケーションで Sandbox コミュニティをテストできるようにします。チェックなし レポートの作成とカスタマイズ チェック
Files Connect (クラウド) チェックなし レポートの登録: グループおよびロールへの送信チェックなし
HTML テンプレートの編集 チェックなし レポートビルダー (Lightning Experience)チェック
Identity 機能を使用 チェックなし レポートフォルダを作成 チェック
IP 制限要求 チェックなし レポートを登録 チェックなし
Lightning Experience ユーザ チェック レポートを登録: 実行ユーザを設定 チェックなし
Lightning コミュニティのレコグニションバッジの付与チェックなし レポートを登録: 受信者を追加 チェックなし
Salesforce Classic に切り替えるオプションを非表示チェックなし ロールおよびロール階層を表示 チェック
Salesforce からファイルを選択 チェック 「リストに記載しない」グループを管理 チェックなし
UI からのコードスニペットの挿入を許可 チェックなし 営業時間の休日の管理 チェックなし
アウトバウンドメッセージの送信 チェック 会話スレッドを閉じる チェックなし
お知らせメールを送信 チェックなし 公開ドキュメントの管理 チェックなし
カスタムおすすめの設定 チェックなし 公開フォルダのダッシュボードを管理 チェックなし
カスタムオブジェクトのインポート チェック 公開フォルダのダッシュボードを参照 チェック
カスタムバッジ定義を作成 チェックなし 公開フォルダのレポートを管理 チェックなし
コミュニティでアプリケーションランチャーを表示チェック 公開フォルダのレポートを参照 チェック
コミュニティユーザモデレート チェックなし 公開リストビューの管理 チェックなし
コミュニティロールとして会社名を表示 チェック 公開リンクの作成 チェック
コミュニティを管理する チェックなし 私のダッシュボードを編集 チェック
コミュニティ管理にアクセス チェックなし 私のレポートを編集 チェック
コンテンツ配信の作成 チェック 自分の所有レコードへの投稿を編集 チェックなし
すべてのカスタム設定を表示 チェックなし 自分の投稿を編集 チェック
ダイレクトメッセージから人を削除 チェック 所有権の移行 チェック
ダイレクトメッセージに人を追加 チェック 状態チェックを管理 チェックなし
ダッシュボードの作成とカスタマイズ チェック 状態チェックを表示 チェックなし
ダッシュボードの色を変更 チェックなし 新規 Chatter グループの作成および所有 チェック
ダッシュボードの登録: グループおよびロールへの送信チェックなし 設定・定義を参照する チェック
ダッシュボードの登録: 受信者を追加 チェックなし 動的ダッシュボードの管理 チェックなし
ダッシュボードフォルダを作成 チェックなし 翻訳の管理 チェックなし
ダッシュボードへの登録 チェック

【一般ユーザ権限】 設定内容 【一般ユーザ権限】 設定内容
API ログインの 2 要素認証 チェックなし メールの送信 チェックなし
Lightning Login ユーザ チェックなし メールベースの ID 検証オプション チェックなし
Lightning メールテンプレートのフォルダを作成チェックなし ユーザインターフェースログインの 2 要素認証チェックなし
Salesforce Classic にとどまる チェックなし ライブラリの作成 チェックなし
ToDo の編集 チェック リストからの一括編集 チェック
カスタマイズしたアクションへのアクセスを許可チェック リストメールの送信を許可 チェックなし
カスタムモバイルアプリケーションにアクセスチェック レポートのエクスポート チェック
コンテンツ権限の管理 チェックなし レポートビルダー チェックなし
すべてのページにカスタムサイドバーを表示チェックなし レポート実行 チェック
データ分類を変更 チェックなし 暗号化されたデータの参照 チェックなし
トピックのマージ チェックなし 一括メール送信 チェックなし
トピックを割り当てる チェック 営業以外のメールを送信 チェックなし
トピックを作成 チェック 活動にアクセス チェック
トピックを削除 チェックなし 環境ハブに組織を接続 チェックなし
トピックを編集 チェック 個人データのインポート チェックなし
ドラッグアンドドロップ ダッシュボードビルダーチェックなし 公開 Lightning メールテンプレートを管理チェックなし
プライバシーデータへのユーザのアクセスを許可チェックなし 行動の編集 チェック
フローを実行 チェックなし 私のチームのダッシュボードの参照 チェックなし

【標準オブジェクト権限】
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【カスタムオブジェクト権限】

【デスクトップインテグレーションクライアント】

【セッションの設定】

【パスワードポリシー】

【ログイン時間帯の制限】 【ログイン IP アドレスの制限】
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