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１．はじめに 

本書の目的 

本書は、SkyVisualEditor LCを使い始める際に必要となる設定や操作をチュートリアル形

式で体験していただくことを目的としています。本書に沿って操作していただくことで、S

kyVisualEditor LCを使い始める準備ができます。 

対象利用者 

本書は以下に当てはまる方を対象として作成しています。 

 

● Salesforceの認定Administrator、認定Platformアプリケーションビルダーと同等の知

識を有する方 

● 利用するSalesforce組織においてシステム管理者の権限を持たれている方 

● SkyVisualEditor LCを利用してLightningコンポーネントを作成される方 

本書で習得できること 

本書の内容を実施いただくことで、SkyVisualEditor LCにおける下記の操作が行えるよう

になります。 

 

● Salesforce組織の準備 

● AppExchangeパッケージのインストール 

● Studioのユーザー登録 

● Studioでの画面作成とデプロイ 

● SalesforceでLightningコンポーネントを表示する  
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２．Salesforce組織の準備 

DeveloperEditionの取得 

SkyVisualEditor LC は、SandboxやDeveloperEditionでも試していただくことができます。 

まだSalesforceを取得されていない方、まずは試しで利用してみたい方は、下記URLからでSale

sforceのDeveloperEditionのサインアップをお願いします。 

https://developer.salesforce.com/signup 

Sandboxの作成 

既にSalesforceをご契約されている場合、Sandboxがご利用いただけます。 

※Salesforceの契約内容によってはSandboxがご利用いただけない場合もございますので、詳

しくはSalesforceにご確認をお願いします。 

Sandboxの作成方法は、以下のSalesforceのヘルプをご確認ください。 

https://help.salesforce.com/articleView?id=data_sandbox_create.htm&type=5 

Salesforceセキュリティ設定 

SkyVisualEditor LC は、StudioからSalesforce組織に接続するためのセキュリティの設定が必

要です。 

ここでは、Salesforce組織のネットワークアクセスによるIPアドレスを許可する方法を説明しま

す。 

 

1. Salesforce組織の「設定」を表示し、クイック検索で「ネットワーク」と入力し、「ネット

ワークアクセス」を表示します。 

2. 「新規」ボタンを押し、「開始 IP アドレス」と「終了 IP アドレス」に 176.34.50.109 

を入力し、「保存」を押します。 

3. もう一度「新規」ボタンを押し、「開始 IP アドレス」と「終了 IP アドレス」に 107.21.

209.75 を入力し、「保存」を押します。 

https://developer.salesforce.com/signup
https://help.salesforce.com/articleView?id=data_sandbox_create.htm&type=5
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トランスレーションワークベンチの有効化 

SkyVisualEditor LC はトランスレーションワークベンチによる、日/英の言語切り替えに対応し

ております。 

トランスレーションワークベンチは、デフォルトの組織設定では無効化されているため、有効

化設定が必要となります。 

 

1. Salesforce組織の「設定」を表示し、クイック検索で「翻訳言語設定」と入力し、「翻訳言

語設定」を表示します。 

2. 「有効化」ボタンを押します。 
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３．AppExchangeパッケージのインストール 

AppExchangeについて 

SkyVisualEditor LCを利用してページを作成するには、ページをデプロイする組織にSkyVisual

Editor LCのAppExchangeパッケージをインストールしておく必要があります。 

試用期間中は、30日間に限り 2 ユーザで利用できます。利用できる機能に制限はありません。 

AppExchangeパッケージのインストール 

SkyVisualEditor LCのAppExchangeストアページ にアクセスします。 

※AppExchangeストアトップから検索して表示する場合は、「SkyVisualEditor LC」で検索を

してください。 

 

  

  

https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3000000DysPwEAJ
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「SkyVisualEditor LC」の詳細ページが表示されます。「今すぐ入手」ボタンを押下します。 

 

 

「ログイン」ボタンを選択した場合、ログイン画面に遷移します。 
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AppExchangeサイトにログインするアカウントのユーザー名/パスワード を入力し、「ログイ

ン」ボタンを押下します。 

（※注：パッケージをインストールする組織である必要はありません。） 

 

 

DeveloperEdition、もしくは本番環境にインストールする場合は、「本番環境にインストー

ル」ボタンを押下します。 

※Sandboxにインストールする場合は、「Sandboxにインストール」ボタンを押下します。 
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利用規約に同意後、「確認してインストール」ボタンを押下します。 

 

 

パッケージインストール先組織のシステム管理者のユーザー名/パスワード を入力し、「ログイ

ン」ボタンを押下します。  
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パッケージインストール画面が表示されます。 

 “すべてのユーザのインストール”を選択し、「インストール」ボタンを押下します。 

※アクセス許可を付与されていないユーザは一部機能が使用できなくなります。 

※オブジェクトやApexクラスの修正がないパッケージ更新の場合、「セキュリティレベルの選

択」画面が表示されない場合があります。 

 

インストールされたSkyVisualEditor LCパッケージの内容が表示されます。 

 

以上でAppExchange LCパッケージのインストールが完了になります。 
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４．Studioのユーザー登録 

SkyVisualEditor ポータルサイトでのユーザーの作成 

以下のURLからSkyVisualEditorのポータルサイトにアクセスします。 

https://www.skyvisualeditor.com/se2/login 

 

最初にログイン画面から、「無料登録」リンクを選択して下さい。 

 

次にユーザー登録画面が表示されます。 

入力部分の左側が赤い項目は、必須項目です。 

 

https://www.skyvisualeditor.com/se2/login
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ユーザー登録画面の下記項目を入力して下さい。 

項目 説明 

姓 ユーザーの姓を入力します。 

名 ユーザーの名を入力します。 

会社名 所属している会社名（又は組織名）を入力します。 

メールアドレス 受信可能なメールアドレスを入力します。 

入力したメールアドレスにログインパスワードが通知されま

す。 

電話番号 電話番号を入力します。 

言語 使用言語を選択します。（日本語／英語） 

変更した使用言語によって、ログイン画面以外の画面の表示言

語が切り替わります。 

ユーザーID メールアドレス形式のユニークなIDを入力します。 

受信可能なメールアドレスである必要はありません。 

どこで知りましたか？ SkyVisualEditorサービスを知ったイベント名等を入力します。 

captcha認証 「私はロボットではありません」にチェックをします。 

利用規約 内容を承諾した場合、ボックスにチェックをします。 

最後に「登録」ボタンを押下してください。 

  



SkyVisualEditor LC ファーストステップガイド 

 

13 

 

登録処理が完了すると、弊社<noreply@skyvisualeditor.com>からのメールにてユーザー登録

の通知がされます。メールに記載されたURLからSkyVisualEditorのポータルサイトにログイン

していただき、パスワードの変更をお願いします。 

 

通知メールが届かない場合、入力したメールアドレスが誤っている可能性があります。 

メールアドレスには受信可能なメールアドレスを入力して新規登録して下さい。 
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５．LCのStudioでの画面作成とデプロイ 

LCのStudioへのログイン 

SkyVisualEditor ポータルサイトにログインし、右にある「Lightning Componentで画面を作

る」をクリックし、LCのStudioを表示します。 

Studioを表示しますと、デプロイ先のSalesforce組織のIDとパスワードを入力するダイアログ

（下記）が表示されますので、「Salesforce組織の準備」でご用意いただいたIDとパスワード

でログインします。 

 
接続する先がSandboxの場合、ダイアログの「組織」はSandboxを選択し、Developer Edito

nやEnterprise Editonのような本番組織の場合はProduction/Developer Editonを選択しま

す。  
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取引先の編集画面を作成してみる 

Studioの右上にある「新規」のアイコンをクリックし、「新規コンポーネント作成」を表示し

ます。 

 
項目は下記のようにし、「OK」をクリックします。 

項目 値 

コンポーネント名 デフォルトのまま 

フォーム選択 レコード 

オブジェクト 取引先 

コメント 空欄のまま 
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表示されたStudioで、「ユニットペイン」を表示し、「レイアウト」を配置してプロパティの

「列数」を”3”にします。 

レイアウトの中に、「保存」と「キャンセル」ボタンも配置し、以下の画像のような状態にし

ます。 

 

続いて、オブジェクトの項目を配置します。 

「オブジェクトペイン」の「入力項目」を表示し、任意の入力項目をレイアウトの中に配置し

ていきます。 

以下の図では、取引先名、Webサイト、取引先部門、取引先電話、郵便番号(請求先)、国(請求

先)、都道府県(請求先)、市区群(請求先)、町名・番地(請求先)、郵便番号(納入先)、国(納入

先)、都道府県(納入先)、市区群(納入先)、町名・番地(納入先)、を配置しています。 
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Salesforce組織へデプロイする 

Studioの右上にある「デプロイ」のアイコンをクリックし、「Salesforce組織へデプロイ」の

ダイアログを表示します。 

ここでは、「テスト環境（Sandbox、Developer Edition）」を選択し、「デプロイ時にコンポ

ーネントを保存する」と「上書き確認」にチェックを入れ、「OK」をクリックします。 

 

デプロイ先の組織に同一名のLightningコンポーネントがあると、以下のようなダイアログが表

示されます。同一名のLightningコンポーネントをStudioで編集している場合はデプロイ時に表

示されますので、上書きして問題がなければOKをクリックしてください。 
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デプロイが正常に完了しますと、Studioの下部にデプロイ成功のメッセージが表示されます。 
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６．Lightningコンポーネントを表示させる 

取引先のレコード詳細画面の設定 

「LCのStudioでの画面作成とデプロイ」で作成したLightningコンポーネントをSalesforce上で

利用するための設定を行います。 

このコンポーネントは取引先の作成、および編集で利用しますので、取引先のレコード詳細画

面に配置します。 

まずは、任意の取引先レコードページを表示していただき、右上の設定から「編集ページ」を

選択し、Lightning アプリケーションビルダーを表示します。 

 

 

Lightning アプリケーションビルダーで、左のコンポーネントの一覧から「LCのStudioでの画

面作成とデプロイ」で作成したLightningコンポーネントをドラッグ＆ドロップでキャンバス上

に配置します。 

右上の「保存」をクリックし、その後で「有効化」をクリックして表示されたダイアログでペ

ージの割り当てを行います。 
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表示されたダイアログで、「組織のデフォルトとして割り当て」を選択します。 

作成したページは、アプリケーションごとやプロファイルごとに割り当てることもできます

が、ここでは組織のデフォルトで設定し、すべてのアプリケーションとプロファイルから表示

できるようにします。 

フォーム要素を割り当ての画面では、「デスクトップおよび電話」を選択し、次へをクリック

します。 

割り当てを確認の画面では、「保存」をクリックして設定内容を保存し、Lightning アプリケー

ションビルダーの画面に戻ります。 

 

 

Lightning アプリケーションビルダーに戻りましたら、左上の「←」をクリックして取引先のレ

コード詳細画面に戻り、作成した画面が表示されていることを確認します。 
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Lightningコンポーネントを操作してみる 

取引先のレコード詳細画面に表示されているLightning コンポーネントを操作し、登録されてい

る情報を編集します。 

納入先の住所の入力や編集を行い、Lightning コンポーネントに表示されている「保存」ボタン

をクリックします。 

保存後、編集した内容が反映されたレコード詳細ページが表示されます。 

Salesforce標準のページレイアウトに納入先の住所が表示されている場合、編集して保存した後

の住所が表示されます。 

以下の図は、左が編集前の画面、右が編集して保存した後の画面となります。 

赤枠の部分に変更された後の情報が表示されています。 

 

ここではレコード詳細ページにLightning コンポーネントを配置しましたが、アプリケーション

ページやユーティリティバーにも配置できます。 
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