
新しい部門の 
オンボーディング

Mini Hack
チャレンジ



要件
1   これはLightning Experience用の課題であり、Lightning Platform 

Developer Edition（sforce.co/2tnM5a7）が必要です。
注 – この課題では、ケース情報が既にある新しい開発者組織を想定しています。

2   コードは一切書かないものとします。Apex、Visualforce、Lightning Web 
Component、Herokuアプリ、カスタムのJavaScript、また外部システムとの 
連携も使用しません。 

3   人事部のための新しいプロファイルを作成します。
4   AppExchange（英語サイト）からTrail Trackerアプリをインストールし、システ
ム管理者と新しい人事部プロファイルのユーザがアプリを使えるようにします。
注 – このアプリはAppExchangeからインストールするだけで、それ以上の設定をする必要はありません。

5   以下の条件を満たす新しい「人事部」Lightningアプリを作成します。
 – 1つ以上のユーティリティ項目を含む（項目の選択は自由）
 –ホーム、Chatter、ケース、レポート、ダッシュボードを含む
 –システム管理者と人事部がこのアプリを使用できる

6  新しいアプリのために、以下のコンポーネントを含む新しい人事部ホームページ
を作成します（画面上の順序は自由）。

 –人事部に向けたウェルカムメッセージ（リッチテキストで作成、内容は自由）
 – 5つのケースを表示する「私のケース」リスト
 –今日の ToDo
 –「New Badges (Last 90 Days)」を表示するレポートグラフ 
 –最近使用したレコード

使用する機能
プロファイル、Lightningアプリケーションマネージャ、AppExchange、
Lightningアプリケーションビルダー

ソリューションの提出
Trailhead Zone内のMini Hackエリアにお越しいただき、完成したソリューション
を14:00 – 17:30の間に技術スタッフにお見せください。（システム要件で特に指定
が無い部分は自由に定義して構いません。）

新しい部門のオンボーディング

課題
あなたは初めて人事部にSalesforceを導入しようとしています。Salesforce
をカスタマイズして、人事部の業務の生産性を高める必要があります。
AppExchangeからアプリをインストールし、新しい「人事部」アプリを作成し、
ホームページをカスタマイズしてください。

詳しいルールと法的条項についてはこちらを確認してください：
http://bit.ly/Minihacks-OSR



Salesforce内での 
プロジェクト管理 

Mini Hack
チャレンジ



要件
1   これはLightning Experience用の課題であり、Lightning Platform 

Developer Edition（sforce.co/2tnM5a7）が必要です。
2   コードは一切書かないものとします。Apex、Visualforce、Lightning Web 

Component、Herokuアプリ、カスタムのJavaScript、また外部システムとの
連携も使用しません。 

3   「プロジェクト」というカスタムオブジェクトと、以下の項目を含むカスタムタブ
を作成します。

 –プロジェクト名（必須項目）
 –取引先（参照項目）
 –開始日
 –終了日（開始日より前の日付は指定できないようにする）
 –プロジェクト期間（日数）（数式項目）
 –ステータス – 新規、進行中、完了（必須項目）
 –説明

4   プロジェクトレコードページをカスタマイズして、プロジェクトステータスのパス
を含めます。

5   いくつかの取引先に関連付けられた、それぞれ異なるステージにあるサンプルプ
ロジェクトを2、3個作成します。

6   すべてのプロジェクトのKanbanビューを作成し、「プロジェクト」という名前で
お気に入りにします。

7   すべてのプロジェクトを表示するカレンダーを作成します。

使用する機能
オブジェクトマネージャ、数式、入力規則、Lightningアプリケーションビルダー、
Kanban、カレンダー

ソリューションの提出
Trailhead Zone内のMini Hackエリアにお越しいただき、完成したソリューション
を14:00 – 17:30の間に技術スタッフにお見せください。（システム要件で特に指定
が無い部分は自由に定義して構いません。）

Salesforce内でのプロジェクト管理

詳しいルールと法的条項についてはこちらを確認してください：
http://bit.ly/Minihacks-OSR

課題
取引先に関連付けられているプロジェクトをSalesforce内で管理できるようにす
る必要があります。個別プロジェクトの詳細を把握し、プロジェクトのステータ
スをすばやく可視化し、すべてのプロジェクトを誰が見ても直観的に理解できる
ように表示する手段が必要です。 



公園管理アプリの作成

Mini Hack
チャレンジ



要件
1   これはLightning Experience用の課題であり、Lightning Platform 

Developer Edition（sforce.co/2tnM5a7）が必要です。
2   データの自動処理をコードで記述しないでください。クリック方式のプロセス自
動化ツールを使う必要があります。

3   「公園」オブジェクトには、公園のエーカー数と説明の項目、また動物保護区か
どうかを表すチェックボックス項目を含めます。

4   「動物」オブジェクトには、説明の項目（内容は自由）、絶滅危惧ステータスを表
すチェックボックス項目、また動物の画像へのURLリンクを含めます。

5   「公園での目撃情報」オブジェクトは、「公園」オブジェクトと「動物」オブジェ
クトの両方に関連付けます。

6   カスタムのLightning Web Componentでは、公園で目撃された動物の画像を
lightning-carouselで表示します。また、この画像は公園レコードの詳細ページ
でのみ利用できるようにします。

使用する機能
カスタムおよび標準のLightning Web Component、Apexサーバーサイドコント
ローラ、プロセスビルダー

ソリューションの提出
Trailhead Zone内のMini Hackエリアにお越しいただき、完成したソリューション
を14:00 – 17:30の間に技術スタッフにお見せください。（システム要件で特に指定
が無い部分は自由に定義して構いません。）

公園管理アプリの作成

課題
さまざまな公園での動物の目撃情報を管理するために、公園管理アプリを作成す
る必要があります。「公園」、「既知の動物」、「公園での目撃情報」というカスタム
オブジェクトを使うアプリを作成してください。ある公園内で絶滅危惧動物が見つ
かった場合に、クリックするだけでその公園を自動的に自然保護区としてマークで
きるようにします。またコードベースのLightning Web Componentを使って、公
園の詳細ページにその公園で目撃された動物の画像を表示するUIを開発してくだ
さい。

詳しいルールと法的条項についてはこちらを確認してください：
http://bit.ly/Minihacks-OSR



冷蔵庫の門番

Mini Hack
チャレンジ



要件
1   これはLightning Experience用の課題であり、Lightning Platform 

Developer Edition（sforce.co/2tnM5a7）が必要です。 

注 – この課題では、取引先責任者データ（Developer Editionにデフォルトで
含まれているサンプルデータ）がある新しい開発者組織を想定しています。

2   「冷蔵庫の開閉」（API参照名: Fridge_Log_e）というプラットフォームイベント
を作成し、以下のカスタム項目を追加します。

 –badgeId - text(100)

 –employeeName - text(255)

 – fridgeId - text(100) 
3   冷蔵庫の開閉イベントが発行されたときに起動するApexプラットフォームイベン
トトリガーを作成します。

4   取引先責任者オブジェクトに関連づく「冷蔵庫の開閉ログ」オブジェクトを設定
します。

5   このトリガーは、employeeNameにより取引先責任者を検索し、その取引先
責任者に関連づく冷蔵庫の開閉ログを記録します。 

6   テストの準備ができたら、このアプリ（http://bit.ly/beantdx）を使ってテスト
してください。組織の認証が済むと、イベントを発行するためのボタンが表示
されます。 

使用する機能
プロセスビルダー、アクティビティ、Chatter、レポート、ダッシュボード

ソリューションの提出
Trailhead Zone内のMini Hackエリアにお越しいただき、完成したソリューション
を14:00 – 17:30の間に技術スタッフにお見せください。（システム要件で特に指定
が無い部分は自由に定義して構いません。）

冷蔵庫の門番

課題
2019年ともなれば、何がSalesforceに接続されても不思議ではありません。あなた
は社員用冷蔵庫のセキュリティシステムをSalesforceに接続する任務を与えられま
した。最近、食料品の盗難があったため、どの冷蔵庫を開けるときにもバッジのスキ
ャンが必要になったのです。バッジハードウェアは、バッジIDの情報を含んだプラッ
トフォームイベントを発行するように設定されています。この冷蔵庫の開閉イベント
を受け取るたびに起動するApexトリガーを作成してください。社員の情報は取引先
責任者に登録されていることを想定しています。

詳しいルールと法的条項についてはこちらを確認してください： 
http://bit.ly/Minihacks-OSR



サードパーティサービスと 
プロセスビルダーおよび

Lightning Web Component 
との連携

Mini Hack
チャレンジ



要件
1  これはLightning Experience用の課題であり、Lightning Platform Developer 

Edition（sforce.co/2tnM5a7）が必要です。
2  呼び出しを行うカスタムのApexアクションを利用するプロセスビルダーのプロセ
スを作成する必要があります。

3  ベーシック認証を使った指定ログイン情報を使う必要があります。 
 –ユーザ名：codey    – パスワード：lovesTdx19

4  住所検証の結果（「保留中」、「確認済み」、「無効」）をページ上部のバナーに表
示するカスタムのLightning Web Componentを作成する必要があります。 
※現在、ステータスはInvalidのみ返されます。

5  呼び出し可能アクションは、実際の呼び出しを行うQueueableインターフェース
を実装したクラスを呼び出す必要があります。

6  カスタムのLightning Web Componentは、もとになるレコードの情報が変更さ
れたら自動的に更新されるようにします。

7  この連携サービスの詳細についてはtdx19.herokuapp.comをご覧ください。

使用する機能
プロセスビルダー、呼び出し可能アクション、指定ログイン情報、Queuableインター
フェース、Lightning Web Component、Lightningデータサービス

ソリューションの提出 
Trailhead Zone内のMini Hackエリアにお越しいただき、完成したソリューション
を14:00 – 17:30の間に技術スタッフにお見せください。（システム要件で特に指定
が無い部分は自由に定義して構いません。）

サードパーティサービスとプロセスビルダーおよびLightning Web Componentとの連携

課題
あなたは会社の取引先データをサニタイズする機能を実装してほしいと頼まれ
ました。具体的には、請求書送付先住所を検証するサードパーティサービスとの
連携を実現する必要があります。取引先を作成するときには、プロセスビルダー
とカスタムのApexプロセスビルダーアクションを使って、tdx19.herokuapp.
com/verifyにあるサードパーティの住所検証サービスを呼び出します。カスタ
ムのLightning Web Componentを作成し、取引先の住所検証ステータス（無効、
保留中、確認済み）を示すバナーがページ上部に表示されるようにしてください。
この住所検証サービスは無料の共有型サービスなので、結果が返ってくるまでに
最大5秒かかる可能性があります。そのため、呼び出しは非同期で実行してくだ
さい。

詳しいルールと法的条項についてはこちらを確認してください：
http://bit.ly/Minihacks-OSR



サンプルギャラリーの表示

Mini Hack
チャレンジ



要件
1  これはLightning Experience用の課題であり、Lightning Platform Developer 

Edition（sforce.co/2tnM5a7）が必要です。
2  E-Bikesサンプルアプリをインストールします。bit.ly/mhebike（英語サイト）の
説明を参照してください。 

3  製品ファミリレコードページに当該ファミリの製品一覧を表示するために使う、
productListというLightning Web Componentを作成します。

4  productListコンポーネントの各リスト項目には、製品の画像、名前、価格を表
示します。さらに、製品の詳細を表示するためのボタンも含めます。

使用する機能
Salesforce CLI、Apex、Lightning Web Component

ソリューションの提出 
Trailhead Zone内のMini Hackエリアにお越しいただき、完成したソリューション
を14:00 – 17:30の間に技術スタッフにお見せください。（システム要件で特に指定
が無い部分は自由に定義して構いません。）

サンプルギャラリーの表示

課題
サンプルアプリは、Salesforce Platformで何ができるかを探索するために役立ち
ます。既存のE-Bikesサンプルアプリに、ある製品ファミリの製品一覧を表示する
機能を追加してください。

詳しいルールと法的条項についてはこちらを確認してください：
http://bit.ly/Minihacks-OSR


