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はじめに

✪myLearnとは
 myLearn とは、VMware Learning のご利用履歴を管理し、受講履歴/
受験履歴、認定資格情報を確認いただくポータルサイトです

✪myLearn はPartner Connect もしくはCustomer Connect (旧myVMware) と
連携しおてり、いずれかのポータルサイトを経由してシングルサインオンで
ログインいただきます
 VMware パートナー企業所属の方： Partner Connect を経由
 上記以外の方：Customer Connect を経由
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VMware パートナー企業所属の方

✪ Partner Connect と myLearn は連携しており、Partner Connect アカウントを作成いただくことでmyLearnアカウントが
自動的に作成されます
ご自身のアカウントご登録状況に応じてお進みください
ポータルサイト アカウント状況

Partner Connect アカウント 登録済 登録済 未登録 未登録

myLearn アカウント 登録済 未登録 登録済 未登録

✪ myLearn へのログイン方法

myLearn ログイン方法

1. Partner Connect に
ログインください

2. Partner University
メニューをクリック
ください
* 参考画像[A][B]

3. 画面右上のお名前横に表示
されるプルダウンから
VMware Educationを選択
ください
* 参考画像 [C]

4. myLearn にシングルサイ
ンオンいたします
* 参考画像 [D]

1. Partner Connect に
ログインください

2. Partner University
メニューをクリック
ください
* 参考画像[A][B]

3. 画面右上のお名前横に表示
されるプルダウンから
VMware Educationを選択
ください
* 参考画像 [C]

4. myLearn アカウントが
自動作成され、シングル
サインオンいたします
* 参考画像 [D]

1. こちら をご参照のうえ
Partner Connectの
アカウントを新規作成
ください

2. アカウント作成後、
Partner Connect に
ログインください

3. Partner University
メニューをクリック
ください
* 参考画像[A][B]

4. 画面右上のお名前横に表示
されるプルダウンから
VMware Educationを選択
ください
* 参考画像 [C]

5. myLearn にシングルサイ
ンオンいたします
* 参考画像 [D]

1. こちら をご参照のうえ
Partner Connectの
アカウントを新規作成
ください

2. アカウント作成後、
Partner Connect に
ログインください

3. Partner University
メニューをクリック
ください
* 参考画像[A][B]

4. 画面右上のお名前横に表示
されるプルダウンから
VMware Educationを選択
ください
* 参考画像 [C]

5. myLearn アカウントが
自動作成され、シングル
サインオンいたします
* 参考画像 [D]

https://vmstarcommunity.force.com/partnerconnect/PC_Login
https://vmstarcommunity.force.com/partnerconnect/PC_Login
https://vmware.my.salesforce.com/sfc/p/#400000009hQR/a/2H000000bnXD/RPUQIpUDr2vcB.8sKlJJLzTV_C9XRioflQDi8LkoUWg
https://vmstarcommunity.force.com/partnerconnect/PC_Login
https://vmware.my.salesforce.com/sfc/p/#400000009hQR/a/2H000000bnXD/RPUQIpUDr2vcB.8sKlJJLzTV_C9XRioflQDi8LkoUWg
https://vmstarcommunity.force.com/partnerconnect/PC_Login
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VMware パートナー企業所属の方

✪ 参考画像
[A] Partner University へのリンク [B] Partner University へのリンク

[C] Partner University からmyLearn へのリンク [D] myLearn ログイン済み画面

* バナーのため画像は変動します

Your Name
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VMware パートナー企業所属以外の方

✪ Customer Connect と myLearn は連携しており、一方のアカウントを作成いただくことで双方のアカウントが作成されます
ご自身のアカウントご登録状況に応じてお進みください

ポータルサイト アカウント状況

Customer Connect アカウント 登録済 登録済 未登録 未登録

myLearn アカウント 登録済 未登録 登録済 未登録

✪ myLearn へのログイン方法

myLearn ログイン方法

1. myLearn にアクセス
ください

2. VMware Learning と表示
される myLearn ログイン
画面が表示されます

3. ご登録メールアドレスを
入力しログインください
* 参考画像[E] [F]

1. myLearn にアクセス
ください

2. VMware Learning と表示
される myLearn ログイン
画面が表示されます

3. Customer Connect (旧
myVMware) 登録メール
アドレスを入力しログイン
してください
* 参考画像[E] [F]

★初めて myLearn にログイン
する際、パスワード再設定や
Customer Connect へのログ
インを促す画面が表示された
場合、画面の指示に沿って
ご対応ください
* 参考画像[G]

★ログイン不可の場合は連携を
確認いたしますので教育本部
までお問合せください

1. myLearn にアクセス
ください

2. VMware Learning と表示
される myLearn ログイン
画面が表示されます

3. ご登録メールアドレスを
入力しログインください
* 参考画像[E] [F]

★初めて myLearn にログイン
する際、パスワード再設定や
Customer Connect へのログ
インを促す画面が表示された
場合、画面の指示に沿って
ご対応ください
* 参考画像[G] 

★ログイン不可の場合は連携を
確認いたしますので教育本部
までお問合せください

1. myLearn にアクセス
ください

2. VMware Learning と表示
される myLearn ログイン
画面が表示されます

3. 『New User? Sign Up.   
Here』リンクより

新規ユーザー登録を実施
ください

* 本資料の『myLearn 
(VMware Learning) 新規
ユーザー登録』ページを
ご参照ください

https://mylearn.vmware.com/
https://mylearn.vmware.com/
mailto:japan-education@vmware.com
https://mylearn.vmware.com/
mailto:japan-education@vmware.com
https://mylearn.vmware.com/
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VMware パートナー企業所属以外の方

✪ 参考画像
[E] myLearn (VMware Learning) ログイン画面 [F] myLearn (VMware Learning) ログイン後

[G] Customer Connect へのログインを促す画面
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VMware パートナー企業所属以外の方

✪ myLearn (VMware Learning) 新規ユーザー登録

1. myLearn (VMware Learning) にアクセスしてください
https://mylearn.vmware.com/gw/view/login?

2. 『New User? Sign Up Here』をクリックしてください

❷

❸

3. Emailアドレスを入力してください
入力したEmailアドレスが既に登録済みの場合は、ログインに
進みます
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VMware パートナー企業所属以外の方

✪ myLearn (VMware Learning) 新規ユーザー登録

4. 必須項目全てを入力し、登録を完了ください
登録Emailアドレス宛に、アクティベーションコードが送信
されます

❷

5. アクティベーションコードの受信
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VMware パートナー企業所属以外の方

✪ myLearn (VMware Learning) 新規ユーザー登録

6. アクティベーションを実行してください

❻

7. [4]で設定したパスワードを入力してください

❼

8. 『VMware Customer Connect』をクリックしてください

❽
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VMware パートナー企業所属以外の方

✪ myLearn (VMware Learning) 新規ユーザー登録

9. 画面右上部の マークをクリックしてください 10. My Appsより『Learning』をクリックしてください

➓

❾

11. myLearn に遷移いたします

✪ 良く利用されるメニュー
 myEnrollment：受講履歴 / 受講予定の確認
 Certification：認定資格の確認、認定証書

ダウンロード
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Thank You
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