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1. Salesforce上の設定

以下の操作を行うには、管理者権限が必要です。

1-1. インストール

ステップ1:	まず、Salesforce	AppExchangeからScan	to	SalesforceのSalesforceアプリをインストールします。

ステップ2:	インストールする組織を選択します。
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ステップ3:	インストールするユーザーを選択します。

1-2. カスタムドメインの設定

Scan	to	Salesforceを利用するにはカスタムドメインが必要です。カスタムドメインを設定するためには、右上の	

歯車アイコン	＞［設定］＞［会社の設定］＞［私のドメイン］から設定を行ってください。新しいドメインをユーザに	

リリースしたら、設定は完了です。

	詳しくはこちらをご覧ください。

https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.domain_name_overview.htm&type=5
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1-3. 権限セット付与

スマートフォンアプリからスキャンした情報をSalesforceにアップロードするには、権限セットの	

割り当てを行い、ユーザーに「SSCard」の編集権限を付与する必要があります。「SSCard」はScan	to	

Salesforceが使用するカスタムオブジェクトです。

以下から必要な権限を各ユーザに付与してください。

 Scan to Salesforce：アプリを利用する全ユーザに割り当て

	Scan to Salesforce Admin：管理者設定を行うユーザに割り当て	

右上の歯車アイコン	＞［設定］＞［管理］＞［ユーザ］＞［権限セット］で、［Scan	to	Salesforce］また

は［Scan	to	Salesforce	Admin］をクリックします。表示された画面で［割り当ての管理］をクリックし

て、ユーザーに権限セットを	割り当てます。

1-4. Scan to Salesforceタブの確認

アプリケーションランチャーを開き、［ScanToSalesforce］が表示されていることを確認します。

・	表示されない場合は、4-1.	[ScanToSalesforce］タブが表示されないをご覧ください。
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1-5. 同僚にスマートフォンアプリの招待を送る

Scan	to	Salesforceタブ右上、歯車のアイコンから［同僚をScan	to	Salesforceに招待］を選択して対象となるユー

ザーに招待を送信してください。

・	必要に応じてメッセージ内容を変更いただけます。

・	スマートフォンアプリの招待は各ユーザーのSalesforce	Chatterに送信されます。
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2. アプリの利用方法

2-1. インストール

管理者から各ユーザーのSalesforceチャット宛に招待が送信されている場合は、そちらの招待からインストールしま

す。送信されていない場合は、iOSアプリはApp	Storeから、AndroidアプリはGoogle	Playからインストールします。

2-2. Salesforceにログインする

初めてアプリを利用するときは、Salesforceへのログインが必要です。

・サンドボックスでテストする場合は、「test.salesforce.com」を指定します。	

・カスタムドメインを利用する場合は、「（ドメイン名）.my.salesforce.com」を指定します。

https://apps.apple.com/jp/app/scan-to-salesforce/id1442743563
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sansan.scantosalesforce
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2-3. スキャンとアップロード

ステップ1:	

ライブラリからスキャンする

スマートフォンアプリ画面右下の［ライブラリ］からスキャンしたい名刺画像を選択します。枠線を名刺の形に合わせ、

［完了］をタップして名刺をデータ化します。

・	より高精度のスキャンを可能にするためには、設定画面より名刺データ化言語を選択してください。なお、自動での言語判定にも対応しています。

撮影してスキャンする 

名刺撮影モード：
名刺撮影モードでは1度に最大4枚までの名
刺をデータ化することができます。名刺を平
らな場所に置き、名刺中央に青い丸が表示
されたらスキャンボタンをタップします。

連続撮影モード：
スマートフォンアプリ画面下部右側の［連続
撮影］をタップすると、複数の名刺を連続で
スキャンすることができます。全ての名刺を
撮影したら［完了］をタップして名刺をデー
タ化します。
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ステップ2:	データ化された名刺内容が正しいか確認し、修正が必要な場合は編集を行なってください。また、［画像

を添付する］から名刺裏面を撮影・添付することもできます。

・	編集画面では名刺画像をピンチアウトして拡大できます。

・	住所を自動補正し各フィールドに分割するには、スマートフォンアプリの設定画面で住所自動補正を有効化してください。

・	州名を短縮表記するには、スマートフォンアプリの設定画面で機能を有効化してください。

ステップ3: ［Salesforceへアップロード］をタップして名刺データをアップロードします。
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2-4. リード・取引先責任者への転送

アップロードされた名刺データは［ScanToSalesforce］タブに表示されます。［リードに転送］もしくは［すべての名刺を

リードに転送］をクリックして名刺データを転送してください。

・デフォルトでは、自分	がアップロードした名刺だけが表示されます。同僚がアップロードした名刺を確認するには、	

［全ユーザの名刺］のチェックボックスをクリックします。	

・名刺管理	>	名刺転送先から［取引先責任者］を選択することで転送先を取引先責任者に変更できます。
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2-5. リード・取引先責任者への転送数確認

Scan	to	Salesforceアプリ右上、歯車のアイコンから管理者設定を開き、表示設定を行います。
［表示レポート選択］から、表示させたいレポートテンプレートを選択します。

設定完了後、Scan	to	Salesforceアプリ右上、	［レポート表示］をクリックします。	遷移先にて選択したレポートテンプ
レートを	確認します。
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3. その他の機能

3-1. 転送オプション設定

名刺管理から名刺データ転送時のオプションとして、リード・

取引先責任者の所有者およびキャンペーンの割り当てを指定

できます。	

・	所有者が指定されていない場合、名刺データ転送を行ったユーザ

が	自動的に登録されます。

3-2. 項目設定

以下の操作を行うには、管理者権限が必要です。

ステップ１：権限セットの付与

項目設定のご利用には権限セットの設定が必要です。以下から必要な権限を各ユーザに付与してください。

Scan to Salesforce：アプリを利用する全ユーザに割り当て

Scan to Salesforce Admin：管理者設定を行うユーザに割り当て

右上の歯車アイコン	＞［設定］＞［管理］＞［ユーザ］＞［権限セット］で、［Scan	to	Salesforce］または［Scan	to	

Salesforce	Admin］をクリックします。表示された画面で［割り当ての管理］をクリックして、ユーザーに権限セットを

割り当てます。

ステップ２：項目設定

項目設定ではリード・取引先責任者・取引先の各項目に対して、名刺データをどのように転記するかを指定すること

が	できます。[項目設定]をクリックし、表示された各項目に対して以下のいずれかの転記方法を設定してください。	

［項目設定を保存］をクリックして設定完了です。

• (空白)：値を入力しません	

• <固定値を設置>：転送されるすべての名刺

データに適用される固定値を設定します

• 名刺データ項目：選択した名刺データ項目

の値を反映します

・必須に設定されている項目には「空白」を

選択する	ことはできません。	

・データ型が一致しない名刺データ項目を選

択する	ことはできません。
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ステップ3：項目値の個別編集許可

項目値の個別編集を許可することで、各ユーザが名刺データ毎に項目値を変更することができます。	なお、項目値の

個別編集が許可されている場合には、名刺データの一括転送は自動的に無効化されます。	

画面右上歯車のアイコンから、転送設定	＞［ユーザーに転送時の項目値編集を許可する］をチェックしてください。ま

た、［項目設定］から［転送時に編集する］にチェックを入れることで、ユーザに個別編集を許可する項目を選択でき

るようになります。

3-2. アプリ利用状況通知設定

通知機能が有効化されていると、Salesforce

アプリからアプリの利用状況について定期的

にお知らせが届きます。

通知をオフにする場合は、Scan	to	Salesforce

アプリ右上、歯車のアイコンから管理者設定

を開き、通知設定の［通知設定を有効化］の

チェックを外してください。

3-2. 名刺の並び順を変える・ 
ページを最新化する

設定完了後、ページを最新の状態に更新するた

めには、Scan	to	Salesforceタブ右上の更新ボタ

ンをクリックします。

また、名刺の並び順はソートボタンから新しい名

刺から表示または古い名刺から表示から選択す

ることができます。
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4. トラブルシューティング

4-1. [ScanToSalesforce］タブが表示されない

[ScanToSalesforce］タブを表示させ、Scan	to	Salesforceの利用を開始するためには、カスタムドメインの設定及び

権限セットの割り当てをする必要があります。

設定方法については、1-2と1-3をご確認ください。

権限セットの割り当てが完了しているにも関わらず、カスタムタブが表示

されない場合、Salesforceユーザプロファイルにてカスタムタブ表示設

定を行うことができます。

Salesforce設定	＞［管理］＞［ユーザ］＞［プロファイル］＞

アプリ利用ユーザのプロファイルを選択	＞［カスタムタブの設定］	

の［ScanToSalesforce］にて「デフォルトで表示」を選択してください。

	

4-2. Salesforceへのアップロードに失敗する

スマートフォンアプリからスキャンした情報をSalesforceにアップロードするには、権限セットの割り当てを行い、ユー

ザーに「SSCard」の編集権限を付与する必要があります。「SSCard」はScan	to	Salesforceが使用するカスタムオブ

ジェクトです。

設定方法については、1-3をご確認ください。
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4-3. リード・取引先責任者への転送に失敗する

Salesforce組織でカスタム項目に要件を設定していると、リード・取引先責任者への転送に失敗する場合がありま

す。	項目設定にて、必須のカスタム項目に対して<固定値を設定>または名刺項目と紐づけを実施してください。

・管理者は設定画面からユーザによる項目値の個別編集を許可することができます。

・項目設定を行うためには、権限セットの割り当てを完了する必要があります。詳しくは3-2をご確認ください。

4-4. [ScanToSalesforce］タブが英語で表示される

右上の歯車アイコン	＞［設定］＞［ユーザーインターフェース］＞［トランスレーションワークベンチ］＞［翻訳］で、	

トランスレーションワークベンチが有効化されていない場合、［有効化］のボタンをクリックして下さい。

トランスレーションワークベンチ設定後に日本語表示に変わらない場合は、キャッシュの削除もしくはプライベートブ

ラウザからのアクセスをお試しください。
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5. エラーコード一覧

エラーコード 原因 対処方法

Wrong domain; please designate 

correct Salesforce domain

指定したSalesforceドメインが

存在しません。

Salesforceとの接続を解除し、

正しいドメインで再度ログインして

ください	(参照：4-1)	。

Failed to obtain a token; please 

check the user guide

Salesforceからトークンの

取得に失敗しました。

Salesforceの権限を確認してくだ

さい	(参照：4-2)	。

Please check that the 

companion app is installed on 

Salesforce

Salesforce用のアプリがインス

トールされていません。

Salesforce用アプリを

AppExchangeからインストールして

ください	(参照：1-1)	。

Timeout OCRサーバーが一定時間内に

反応しませんでした。

数分待ってから名刺を再度スキャン

してください。

400: required fields are missing 

- [xxx]

アップロードされたデータに

不足があります。

全ての必須フィールドにデータが

入っているかを確認してください。

401: unauthorized - Session 

expired or invalid

SalesforceのセッションIDか

トークンが期限切れです。

Salesforceの権限を確認してくだ

さい	(参照：4-2)	。

404: not found - Invalid cross 

reference id

Salesforceが重複するデータ

を拒否しています。

名刺を再度スキャンしてアップロー

ドしてください。

404: not found - Entity is deleted Salesforceが重複するデータ

を拒否しています。

名刺を再度スキャンしてアップロー

ドしてください。
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6. サポート

ご不明な点は、こちらからお問い合わせください。

ウェブサイト：	www.scantosalesforce.com/ja/

お問い合わせ：	www.scantosalesforce.zendesk.com/hc/ja/requests/new


