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VMware Partner Network 仮登録レベルについて

• VMware Partner Network登録は、VMwareのパートナーとなるための最初のお手続きです。

• 仮登録レベルにご登録後、パートナープログラムの種類を選択していただく必要があります。

 ソリューションプロバイダ

 サービスプロバイダ（VSPP）

 テクノロジーアライアンスパートナー（TAP）

 コンサルティングおよびインテグレーションパートナー（CIPP）

 VMware認定トレーニングセンター（VATC）

• 仮登録レベルで行っていただけることは以下のとおりです。

 VPNの各プログラムについて情報収集でき、最適なパートナープログラムを選択可能

 Partner Centralで情報収集やPartner Universityにてトレーニングを受講可能

• 仮登録レベルでは、VMware製品の販売/お取り扱いをしていただけません。

 パートナープログラムの種類を選択後、必要要件を満たしプロフェッショナルレベルへ昇格後、
VMware製品取り扱い可能
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VMware Partner Network登録
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アクセス⇒ http://www.vmware.com/jp.html

「パートナープログラム」をクリック
してください。



VMware Partner Network登録
（ソリューションプロバイダ登録の場合）

4

アクセス⇒ http://www.vmware.com/jp/partners/solution-provider.html

「VMwareソリューションプロバイダプ
ログラム」をクリックしてください。

「今すぐ登録」をクリックしてください。



VMware Partner Network登録
（サービスプロバイダの場合）
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アクセス⇒ http://www.vmware.com/jp/partners/service-provider.html

「今すぐ登録」をクリック
してください。

「VMwareソリューションプロバイダプ
ログラム」をクリックしてください。



登録手続き①（企業基本情報入力）
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会社名（英語表記/半角英数字）

会社名（日本語表記）

電話番号（国コード+81） 例： +81-3-1234-5678

FAX番号（国コード+81） 例： +81-3-1234-5678

会社ウェブサイト 例： www.vmware.com

会社住所1 例： 13th Floor, hama Bldg, 

会社住所2 例： 1-30-5, Hamamatsucho, 

会社住所3 例： Minato-Ku,

国 “Japan”を選択

都道府県 例： Tokyo

郵便番号 例： 1050013

免責条項

免責条項の□に✔を入れて「Continue」を
クリックしてください

Partner Locatorに掲載する窓口担当者
(Primary Contactとは異なります)

必須項目

必須項目

Webドメイン登録の注意点は次ページをご参照ください

Partner Locator :
http://partnerlocator.vmware.com/



※注意点

パートナー登録に際して、以下ご注意ください。

システムの都合上、ドメイン名がキーとなっているため、「Website」と「担当者様メールアドレス」のドメイン名が合致しない場合、エラーが表示され、ご登録
することができません。

また、ドメイン名重複登録ができないため、すでにドメイン名がグループ会社等によって登録がある場合は同様にエラーが表示されます。

登録手続き②（P.3の注意点および回避方法）
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回避方法：
Web URLとメールアドレスを合致させてダミーでご登録していただきます。

【例】
Website:  www.abc123.co.jp Email:  xxxxx@jp.abc123.com の場合

Website: www.jp.abc123.com （メールアドレスのドメインに合わせたダミー登録をします）

ご登録完了後、正しいURLに変更をいたしますので必要事項を添えて下記までご連絡ください。

パートナーサポートセンター PartnerNetwork@vmware.com 宛 （日本語対応可）

1. Partner ID：

2. 登録会社名（英語表記）：

3. 登録WebURL：

4. 変更後WebURL：

※メールアドレスをダミーにされた場合は、上記2～3のみ、お知らせください。

参考例 ○ × ×
Website www.abc123.co.jp www.abc123.co.jp/ www.abc123.co.jp

Email xxxxx@abc123.co.jp xxxxx@abc123.co.jp xxxxx@jp.abc123.com



登録手続き②（Primary Contact「窓口担当者情報）1/2
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上記部署選択によって表示される役割
が異なります。もっとも近い役割を選択し
てください。

敬称選択 例： Mr.

名（半角英数字）

姓（半角英数字）

メールアドレス

国 “Japan”を選択

言語 “日本語”を選択

部署を選択

役割選択

役職 例： Manager

電話番号（国コード+81含む） 例： +81-3-1234-5678

携帯番号（国コード+81含む） 例： +81-90-1234-5678 （任意）

FAX番号（国コード+81含む） 例： +81-3-1234-5678 （任意）

※窓口担当者登録補足

窓口担当者を、エイリアスのメールグループで
登録したい場合は、まず、個人アドレスにて
Primary登録をしてください。

パートナー登録完了後、Primaryをエイリア
スのメールグループに変更します。

エイリアスのメールグループへの変更は、パー
トナーサポートセンター
PartnerNetwork@vmware.comへご
依頼をお願い致します。

必須項目

mailto:パートナーサポートセンターPartnerNetwork@vmware.com


登録手続き②（Primary Contact「窓口担当者情報）2/2
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VMwareからの各種ご案内希望有無についてお伺いします。
※Primary Contact（窓口担当者）の方は必ず“Yes”および“Program Updates”を選択してください。



登録手続き②（コンプライアンス窓口担当者情報)
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コンプライアンス窓口担当者がPrimary Contact(窓口
担当者）と同じ場合は、チェックを入れて「Next」をクリック
してください。

コンプライアンス窓口担当者がPrimary Contact(窓口
担当者）と異なる場合は、必要事項をご記載のうえ
「Next」をクリックしてください。

必須項目



登録手続き③（企業情報入力）1/2
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設立年度入力 例：2009（半角数字）

会社概要入力（英語）

英語での入力が難しい場合は、会社ウェブサイトのURLを記入してください

業種選択

年間売上

各カテゴリーに該当する就業者数を選
択してください。
該当者数0の場合は“1～5”を選択し
てください。

全従業員数

コンサルタント数

トレーニング担当の従業員数

技術担当の従業員数

マーケティング担当の従業員数

フィールドセールスの担当者数

プリセールスの担当者数

電話セールスの担当者数

“No”を選択してください。

アメリカにて株式公開をしている場合はチェックを入れて
「Stock Ticker」をご記入ください。

必須項目



登録手続き③（企業情報入力）2/2
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貴社の主要マーケットのトップ5を選択してください。

興味があるVMware製品を選択してください。

「Next」をクリックしてください。



登録手続き④（年間売上高情報入力）
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年間売上高の内訳を合計して100%になるようにご記載ください。

貴社の顧客業種別内訳を合計して100%になるようにご記載ください。

貴社のお客様の売上規模の内訳を合計して100%になるように
ご記載ください。

中小規模企業(従業員1-100人)

中規模企業(従業員101-1000人)

大小規模企業(従業員1000人超)

地方自治体

中央官公庁

教育機関

「Next」をクリックしてください。
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登録手続き⑤（Click Through Agreement）

/s/Taro Suzuki

/s/に続けて名前を記載してください。（英語表記）

役職を記載してください。（英語表記）

AgreementのPDFをダウンロードできます。

Agreement欄のスクロールバーを
スライドして内容をご確認ください。

※未スクロールの場合、「Submit」
ができません。

I AGREE（同意）を選択
してください。

「Submit」をクリックし
てください。



登録手続き⑥（登録完了）
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下記画面が表示されましたらご登録は完了です。

ご登録完了後、Partner IDが記載さ
れた確認メールが配信されます。

また、Primary Contactの方のログイ
ンユーザIDおよびパスワードが記載さ
れた案内メール（英語）も配信され
ます。

※万が一、上記2通が届かない場合
は、お手数ですが
partnernetwork@vmware.com
までご連絡ください。
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Partner Centralへログイン

http://www.vmware.com/jp/partners/
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別途メール（英語）で届いた“ユーザ名”と
“パスワード”を入力して「Login」をクリック
します。
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新しいパスワード設定

新しいパスワードを設定後、Partner Centralにログインされます。
是非ご活用ください！

任意の新パスワードを入力

※半角英数字8文字以上

新パスワード確認のため再
度に入力して「Log In」をク
リックします



仮登録レベル ホームページ
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別途送付されたユーザIDおよびパスワードでPartner Centralへログインすると仮登録レベルのホームページが表示されます。

英語表示になっている場合、言語を「日本語」
選択して“Go!”をクリックします。



パートナープログラムを選択①
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参加するパートナープログラムを選択します。

「プログラムを選択」をクリックします。



パートナープログラムを選択②
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※ソリューションプロバイダを
選択した場合

「優先ディストリビュータ」をプルダウンから選
択します。

認定ディストリビュータ（アルファベット
順）：

 DAIWABO INFORMATION
SYSTEM CO., LTD

Networld

 SoftBank Commerce & Service
Corp.

参加するパートナプログラムタイプを
選択します。

各項目にて共有しない場合は、適宜チェック
を入れて「送信」をクリックします。



パートナープログラムを選択➂
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「続行」をクリックします。

ソリューションプロバイダを選択した場合

サービスプロバイダを選択した場合

確認事項：

各プログラムタイプの次のステップ
にすすむための必要要件が表示
されますので内容をご確認くださ
い。

「続行」をクリックします。



パートナープログラムを選択④
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ソリューションプロバイダを選択した場合 サービスプロバイダを選択した場合

VPN 仮登録 － 選択したプログラムタイプ が表示されます。
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プログラム内容およびお手続き等不明な点がありましたらパートナーサポートセンター
までお問い合わせください。（日本語可）

パートナーサポートセンター
メールアドレス： partnernetwork@vmware.com
電話番号 ： 03-4334-5606

営業時間 ： 月曜～金曜 9時ー17時 （日本時間）

ご登録いただきありがとうございます。
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