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VMware Cloud Provider Program（VCPP)

VMware はクラウド時代における皆様のパートナー
VMware Cloud ProviderTM Program（旧称 vCloud Air Network）は、高い評価
を得ている VMware テクノロジー ベースのクラウド サービスを
提供する世界最大規模のネットワークです。お客様は、各地域のクラウド プロバ
イダーをこれまで以上に自由に選択できます。VMware Cloud Provider パート
ナーは、次のようなサービスをお客様に提供できます。

▪ VMware のお客様の環境をクラウドへシームレスに移行

▪ VMware Cloud Provider サービスプロバイダーエコシステムを通じて、高い評価を
受けているさまざまなクラウドサービスをグローバルに提供

▪ 複数のコンプライアンス認定、マネージド サービス、アプリケーション サービス、
および各種の業界に適応したサービスにより、さまざまなお客様の要件に対応

▪ 国内に拠点を置く VMware Cloud Provider Program サービス プロバイダーを
通じてデータの所在のコントロールが可能

VMware テクノロジーを基盤とするクラウド サービスを提供し、高い評価を得ている
世 界 最 大 規 模 の ネ ッ ト ワ ー ク VMware Cloud Provider Program
では、パートナーが利用規模に応じた月単位のサブスクリプション モデルで VMware
製 品 を 使 用 で き ま す 。 VMware テ ク ノ ロ ジ ー を 利 用 し た 幅 広 い
クラウド サービスを地域ベースで提供することで、オンプレミスですでに
利用している VMware の製品やツールを使用し、お客様のデータセンターを迅速かつ
シームレスにクラウドへ拡張するハイブリッドクラウドサービスを提供できます。

クラウド
パートナー
エコシステム

VMware 
Cloud 

Services

高い評価を得ている VMware テクノロジー
ベースのクラウド サービスを提供する世界
最大規模のネットワーク。お客様はその
地域のクラウド プロバイダーをこれまで
以上に自由に選択できます

Cloud Provider Program
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VMware Cloud Provider Program パートナーが提供する付加価値

さまざまなビジネス モデルを柔軟に組み
合わせてお客様のニーズに合ったクラウド
ビジネスを構築することで、継続的な成長と
収益性の向上を実現できます。

• サブスクリプション ベースのライセンス
レンタル モデルでクラウドを構築

• オープン ライセンスを使用し、お客様の
オンプレミスとオフプレミスに対応した
クラウド サービスを提供

• マネージド サービス プロバイダー（MSP）
モデルを利用して独自のマネージド
サービスを提供

お客様の環境のクラウド、デバイス、ワーク
ロード全体にわたって、優れた効率性、
俊敏性、セキュリティを実現できます。
VMware ベースのサービスにより、「ワーク
ロードを自由に移行し、デジタル ビジネスの
安全性を高める」というお客様の課題に対処
できます。

• 共通の Software-Defined Data Center
（SDDC）プラットフォーム
o vCloud Director
o ネットワークとハイブリッド性
o ストレージ

• クラウド管理ソリューション
o vRealize
o Usage Meter

• クラウド サービス支援ソリューション
o 共通の SaaS プラットフォーム
o クラウド ネイティブ アプリ

• VMwareとパートナーのソリューション
o ディザスタ リカバリ
o Horizon

対象となる市場は、互換性のあるクラウドに
ワークロードを移行することを検討している
50 万社を超える VMware のお客様です。
VMware 主導で認知度向上キャンペーンや
デマンド ジェネレーション キャンペーンを
実施し、VMwareCloud Provider Program
エコシステムのメリットを伝えています。

• VMware 認定サービスによってお客様の
信頼を得るとともに、マーケティングに
関するさまざまな特典を活用する

• 認定サービスを vcloudairnetwork.com に
掲載し、多くのお客様に知ってもらう

• VMware 配信のニュース リリースで
パートナーのマイルストーンを発表する

• 共同で公開されるお客様事例でビジネスの
成功を紹介する

独自のサービスを柔軟に提供し、IP を通じて
設計、導入、運用までを行うことで、信頼
されるアドバイザーとしてお客様のクラウド
戦略をサポートできます。

ユースケースの例

• ワークロードの可搬性

• お客様の導入の効率化

• vSAN を使用したサービスとしてのスト
レージ

柔軟な選択肢
多様な

クラウド サービスを提供
ビジネスの差別化

信頼される
アドバイザーとなる
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マネージド サービス プロバイダー（MSP）モデル

さまざまなビジネス ニーズに対応する VMware ベース
のクラウド サービス：

VMware Cloud Provider ライセンス レンタル

ライセンス レンタル モデルでは、VMware のソフトウェア
ライセンスを利用して、サービス プロバイダー パートナーが
それぞれのデータセンターに独自のインフラストラクチャ環境と
マネージド サービスを構築できます。

VMware Cloud Provider マネージド サービス
プロバイダー

マネージド サービス プロバイダー（MSP）プログラムでは、パー
トナーは VMware のクラウド サービスを購入し、それを
お客様へ再販する際にマネージド サービスを提供できます。

サービス プロバイダーが MSP プログラムに参加するには、
独自の利用規約を定め、お客様に対するサポート全般を自社で提供
することが条件になります。 MSP モデルの主なユース
ケースに地域の拡大があります。MSP モデルを利用すれば、データ
センターに多額の投資をしなくても、新たな地域へ迅速にサービスを拡
大 で き ま す 。 ま た 、 VMware が 提 供 す る サ ー ビ ス の
認定を取得し、新しい業種のお客様に対応することも可能です。
VMware のサービスは今後も引き続き追加されていくため、MSP
パートナーはそれらのテクノロジーを活用してお客様向けの
独自のサービスを強化できます。

サービス プロバイダーが管理

VMware 
ソフトウェア ライセンス

サービス プロバイダーの
データセンター

VMware のソフトウェア
テクノロジーを利用して独自の
インフラストラクチャを構築し、
そのインフラストラクチャで
マネージド サービスを提供

ライセンス レンタル

VMware のテクノロジーを
サービスとして利用することで、
自社のデータセンター インフラ
ストラクチャに投資することなく

マネージド サービスを提供

VMware の
データセンター

VMware の
クラウド サービス

サービス プロバイダーが管理

マネージド サービス

サービス
プロバイダーが

独自の
利用規約を策定

地域の拡大

ディザスタ
リカバリ

OnDemand

業種の拡大

VMware の
XaaS

テクノロジー
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MSP プログラムの要件とメリット

パートナーにとってのメリット

VMware のクラウド サービスをコア インフラストラクチャとして
利用することで、クラウド ソリューションの構築方法や提供方法の
選択肢が増え、柔軟性が高まります。マネージド サービス プロバイ
ダーは、VMware のクラウド サービスを提供するとともに、マネー
ジド サービスの収益も得ることができます。さらに、独自のサービス
利用規約をお客様に提供することで、信頼されるアドバイザーとしての
地位を強化できます。

このプログラムに参加すれば、ライセンス サブスクリプションに
基づいて独自のクラウドを構築し、VMware クラウド サービスの
新規顧客を開拓できるため、ビジネス促進の機会が広がります。

MSP になるための要件

参加を希望されるサービス プロバイダーは、アグリゲーター パート
ナーを通じて新規契約を締結し、月間契約 MSRP 利用額（月額料金）を
設定する必要があります。パートナーとして参加していただくには、
お客様との間で独自のサービス利用規約を定め、サポートとマネージド
サービスを提供することが条件となります。

お客様にとってのメリット

VMware Cloud Provider マネージド サービス プロバイダー モデル
では、さまざまなクラウド ソリューションの構築や提供に柔軟に
対応できるため、お客様の選択肢の幅が広がります。

互換性と俊敏性に優れた VMware の aaS（サービスとして提供
される）製品に加え、プロバイダーが提供するマネージド サービスを
通じて、お客様は多くのメリットを得ることができます。サーバ、デスク
トップ、ネットワークなどの管理と監視はプロバイダーが行うため、
お客様は IT の管理に煩わされることなくビジネスに集中できます。
また、VMware のコンプライアンスと認定により、お客様に付加
価値をもたらす独自のマネージド サービスや各分野の専門知識を
コア インフラストラクチャに追加することができます。

要件 メリット
（パートナー レベルによって異なる）

 VMware Partner Network および
VMware Cloud Provider Program
に参加する

 希望するパートナー レベルの要件を
すべて満たす

 アグリゲーターと契約を締結し、
月間経常収益（MRR）を設定する

 独自のサービス利用規約を定め、
サポートを提供する

 完全なマネージド サービスを提供
する

 トレーニングを受講する：以下の
セールスおよびテクニカル認定

o Mobility 管理コンピテンシー

 ボリュームディスカウント

 本番環境レベルのサポート

 パートナーブランディング

 バッジとポータルへの掲載

 開発資金（MDF）

 プレス リリース サポート

 共同ブランド マーケティングと
ソーシャルメディア

 顧客開拓

 共同のお客様事例/Web キャスト
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マネージド サービス プロバイダーのライフサイクル

バリュー プロポ
ジション（価値提

案）

12 か月の

契約

1

ビジネス

プランを策定

2

利用規約と

マネージド

サービスを

提供

3

サポートを

提供

4

レポートと

支払いを処理

5

プログラムのライフサイクル
VMware Cloud Provider Program MSP のライフサイクルは次のとおりです。

1. 12 か月の契約を締結：VMware アグリゲーターと VMware Mobility MSP
契約を締結します。さらに、月間 MSRP 利用額を設定した 12 か月の契約を
VMware と締結します。

2. ビジネス プランを策定する：市場を開拓し、マネージド サービスの提供へ
向けてビジネスを展開します。このハンドブックの MSP のユースケースに
関するセクションを参考に、潜在的なビジネス機会を見出してください。

3. マネージド サービスを提供し、独自の利用規約を定める：ビジネス機会を特定
したら、VMware にクラウド サービスを注文し、お客様へのサービスの一環と
してマネージド サービスを提供します。パートナーは、お客様に提供する
サービスについて独自に利用規約を定め、お客様へのサービスの一環として
マネージド サービスを実施する必要があります。これには、少なくとも、サー
ビスに対するテクニカル サポートに加え、サービスの構成、アドオン、更新、
請求に関連するすべての機能を含める必要があります。

4. 導入支援を受け、お客様へのサポートを開始する：VMware サブスクリプ
ション サービスの初回プロビジョニング時、パートナーは VMware 導入
支援サービスを利用できます（有償）。以降のプロビジョニングでは、
AirWatch パートナー サポートを通じて VMware のテクニカル サポートを
受けることができます。一方、エンド ユーザー（お客様）に対する導入支援と
サポートはパートナーが行います。これには、お客様との打ち合わせ、マネージド
サービスの提供、導入、構成、使用に関する問い合わせへの対応など、
お客様へのあらゆるサービスとサポートが含まれます。

5. 月次レポートをサブミットし、請求書の金額を支払う：毎月 Business
Portal にログインし、前月の使用量を確認します。レポートの内容を確認して
アグリゲーターにサブミットすると、アグリゲーターからその月の請求書が
届きます。
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適切なビジネス モデルとして MSP を選択

適切なビジネス モデルを選択

複数の選択肢の中から、サービスプロバイダーパートナーに
適したビジネス モデルをお選びいただけます。どのモデルが
適しているかを判断するには、まず「サービス利用規約
（ToS）とサポートを独自に提供するかどうか」を考えます。

ToS とサポートを独自に提供せず、VMware のサービスを
そのまま提供することを希望する場合は、ソリューション
プロバイダー プログラムが適しています。

一方、ToS とサポートを独自に提供する場合は、
VMware Cloud Provider Program が適しています。
このプログラムには 2つのオプションが用意されています。

MSP が適切かどうかを判断

▪ VMware のサービスとデータセンターを利用せずに、
自社のデータセンターで独自のサービスを構築する
場合は、VMware Cloud Provider ライセンス レンタル
プログラムが適しています。

▪ 一方、VMware のクラウド サービスを購入し、それを
利用して完全なマネージド サービスを提供する場合は
（VMware ブランドの使用の有無は問わない）、
VMware Cloud Provider マネージド サービス プロ
バイダープログラムが適しています。

VMware Cloud Provider 
Program：

ライセンス レンタル

VMware Cloud Provider 
Program：
マネージド

サービス プロバイダー

ソリューション
プロバイダープログラム

はい、ただし...

✓ お客様に独自の ToS を提供する

✓ お客様に独自のサポートを提供する

VMware のサービスとデータセン
ターを利用せずに、自社のデータ
センターで独自のサービスを構築
する

はい

✓ お客様に独自の ToS を提供する

✓ お客様に独自のサポートを提供する

✓ VMware のクラウド サービスを
購入し、それを利用して完全な
マネージド サービスを提供する
（ VMware ブランドの使用の
有無は問わない）

いいえ

お客様に独自の ToS を提供しない

お客様に独自のサポートを提供
しない

✓ VMware Cloud Air ベースのサー
ビスをそのまま再販する（プロ
フェッショナル サービスを含む）

「お客様に独自のサービス利用規約と
サポートを提供しますか？」
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Mobility MSP のコミットと割引

MSP に適用される
MSRP からの

割引率

月間契約
MSRP 利用額

（米ドルの場合）

月間最小請求額
（割引後）

レベル 1 10 % 500 ドル 450 ドル

レベル 2 15 % 1,000 ドル 850 ドル

レベル 3 25 % 10,000 ドル 7,500 ドル

レベル 4 35 % 50,000 ドル 32,500 ドル

レベル 5 40 % 100,000 ドル 60,000 ドル

MSP に適用される
MSRP からの

割引率

月間契約
MSRP 利用額

（米ドルの場合）

月間最小
レンタル ポイント

契約値

レベル 1R 0 % 0 ドル 360 ポイント

レベル 2R 10 % 0 ドル 1,800 ポイント

レベル 3R 15 % 0 ドル 10,800 ポイント

レベル 4R 30 % 0 ドル 30,000 ポイント

レベル 5R 40 % 0 ドル 100,000 ポイント

A. 新規と既存のすべての Cloud Provider パートナー B. 現在のレンタル ポイント パートナー

MSP Mobility 契約のコミット レベルと割引（A、レベル 1 ～ 5）

Mobility 契約のコミット レベルと割引率を表 A に示します。MSP プログラムではボリュームに基づいて割引が適用されるため、利用額が増えるほど割引も大きくなります。コミット/割引
レベルは 5 段階（1 ～ 5）で、新規と既存のすべての VMware Cloud Provider パートナーが対象になります。

VMware Cloud Provider レンタル コミット契約での Mobility MSP サービスの購入条件（B、レベル 1R ～ 5R）

さらに、現在レンタル コミット ポイント契約を締結している VMware Cloud Provider パートナーは、段階的な利用額を登録しなくても Mobility MSP サービスを割引価格で購入できます。
該当するパートナーは、MSP プログラムに登録することにより、契約利用額が 0 でも割引価格で Mobility サービスを購入することが可能です。Mobility サービスに適用されるレンタル
ポイント契約要件と割引率を表 B に示します。対象となるのは、すでにポイント コミット契約を締結している VMware Cloud Provider レンタル パートナーだけであることに注意してください。

重要：レンタル パートナーが Mobility サービスを購入するには、事前に MSP パートナー登録が必要です。MSP サービスの利用量はレンタル ポイントに加算されません。MSP サービスの
購入にレンタル ポイントを充てることはできず、MSP サービスは実際の金額でのご請求となります。

割引の適用に関する注意点：締結したコミット契約の割引は、MSP から購入するすべての Mobility サービスに適用されます。ただし、マネージド ホスト型環境設定料金（都度払い）は例外と
なります。この設定料金は割引適用外であり、MSRP の正規料金が請求されます。
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VMware Workspace ONEについて



デジタル ワークスペース強化に向けた VMware の取り組み

13

コンシューマ製品のような

シンプルさ

エンタープライズレベルの

セキュリティ

ビジネスの変革に

不可欠な優れた

ユーザーエクスペリエンス

妥協することない

エンタープライズ

クラスのセキュリティ
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統合
エンドポイント管理

アプリケーションの
アクセス コントロールと
セキュリティ

アプリケーションの
仮想化



VMware Workspace ONE 概要

• シンプルかつセキュアな企業向け
Android 
効率的に新しいデバイスの追加、構
成が可能に

• Windows 10 への対応の強化
より細かいレベルでのパッチ管理と
強化されたセキュリティ制御により
実現

• iOS および macOS の
リリースへの対応

• 専用エンドポイントの、デバイス
ベースのルール エンジン

• クラウドおよびイントラネットアプリ
ケーションへの統合アクセス コント
ロール

• コモンクライテリア認証の取得

• AppleWatchに対応する簡素化された
多要素認証（MFA）

• S/MIME とメールの分類による、
厳重なセキュリティが必要な機関への
サポートの拡充

• リアルタイムの E メール通知とバッジ
による通知の向上

• 新しい3DTouchジェスチャーと会話の
スレッド表示による生産性の向上

• 埋め込み Web サイトへのセキュアな
アクセスを可能にする組み込み QR
コード リーダー

統合エンドポイント管理
アプリケーションのアクセス
コントロールとセキュリティ

エンド ユーザー
エクスペリエンス

柔軟な Workspace ONE パッケージ

15



企業の管理対象デバイスとして
新たに追加するデバイスを
QR コードや E メール認証を
使って、特別な設定なしで構成

アプリケーションのアクセス
許可と構成をユーザーに応じて
自動的に設定

業務アプリケーションへの
アプリケーション レベルのパス
コード ポリシーを適用（SDK は
不要）

Google Play との連携および
AppConfig のセットアップ

16

シンプルでセキュアな企業向けAndroid



デバイスの
健全性に
対する

コンプライアンス

Windows 
Information 
Protection

5. クライアントの
健全性とセキュリティ

End-to-End の
セキュリティ管理

BitLocker に
よる暗号化

PC ライフサイクル管理とセキュリティの実現

17

システム管理
との共存

社外でのアップ
デート適用

ポリシーの
インスタント
プッシュ構成

ドメイン内
または

ドメイン外の
GPO

柔軟な
EMM 加入

パッチの
インベントリ
および監査

細かい
レベルでの
アップデート

管理

3. OS のパッチ管理2. 構成管理1. Windows 用 MDM

アセットの
追跡と

インベントリ

デバイスと OS のライフサイクル管理

統合エンドポイント管理テクノロジーを使用して
よりシンプルでセキュアな費用対効果の高い PC 管理を実現

統合ユーザー
カタログと
シングル
サインオン
（SSO）

Win32 アプリ
ケーションの
ライフサイクル

管理

4. ソフトウェアの配布

アプリケーションの
管理と提供

アプリ
ケーション
インベントリ
およびレポート

BSP 
オンライン
サポート



細かいレベルでの Windows Update 管理のサポートを強化

18

• 更新グループとKBレベルでのきめ細
かいパッチ管理で、強制WaaS アッ
プデートを上書き

• 対象となるスマートグループの割り
当てに基づいて、特定のデバイスに
対してまたは一括でパッチを配布

• KB、デバイスまたは組織グループ
レベルでの詳細なインベントリとコ
ンプライアンス監査を実施



パブリック
ストア

ビジネス
ストア

デスクトップ Web リモート

ビジネス ストア オンライン ライセンスのサポートの追加

19

• ビジネス ストア ポータル オンライン ライセンス モデルのサポートを拡大

• アプリケーション ライセンスの一括操作を実行（インポート、割り当て、取り消しなど）

• ライセンスの割り当てと使用状況を完全に把握

• ライセンス管理されたアプリケーションをカスタム企業カタログから直接配布、またはデバイス登録時に
サイレント インストール
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Mobility MSPを活用した
サービス展開について
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Workspace ONE 管理スイート

Workspace ONE 
Advanced

Workspace ONE 
Standard

Workspace ONE バンドル

VMware Workspace ONE（WSO）はシンプルかつセキュアな
エンタープライズ プラットフォームで、あらゆるスマートフォン、
タブレット、ラップトップに対して、あらゆるアプリケーションの
配信と管理を可能にします。ID 管理、リアルタイムでのアプリ
ケーション提供、エンタープライズ モビリティ管理を統合する
ことで、ユーザーにデジタルワークスペースを提供するほか、
データ漏えいの脅威を軽減し、モバイル クラウド時代に向けて
従来の IT 運用をモダン化します。クラウド、モバイル、
Windows の各アプリケーションにコンシューマー製品のように
シングル サインオンでセルフ サービスでアクセスできるほか、
業務用の E メール、カレンダー、ファイル、およびソーシャル
コラボレーション ツールが効果的に組み込まれています。

Workspace ONE 管理スイートでは、ユーザーと端末の要件を
サポートする最適なテクノロジーに基づいたエディションの
シンプルな選択が可能になっています。

Mobility MSP プログラムでは、Workspace One Standard
エディションと Advanced エディションを利用できます。

各バンドルに含まれている機能については、このページの表を
参照してください。各機能の詳細については、「Workspace
ONE エディションの比較表」をご覧ください。

MSP プログラムで提供される Workspace ONE スイートには、
いずれにもプロダクション レベルのサポートが含まれて
います。

機能

アクセス管理

アクセス ポータル

フェデレーションシングル サインオン（SSO）

多要素認証

条件に基づいたアクセス制御

リスク ベースの条件に基づいたアクセス

モバイル E メール管理

セキュア E メール ゲートウェイ（SEG）

アプリケーションとデータの保護

コンテナ SDK によるモバイル アプリケーション管理（MAM）

モバイル アプリのコンテナ化（E メール、ブラウザー、コンテンツ）

アプリケーション単位の VPN トンネリング

アプリケーションラッピング

統合エンドポイント管理

モバイル デバイス管理（MDM）

専用デバイスの管理（OEM）

ウェアラブル デバイスと周辺機器の管理

リモートでの診断とサポート

高度なデスクトップ管理

テレコム管理

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓

✓ ✓

✓

✓ ✓

✓

✓

✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓

✓

https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/ja/pdf/products/workspace-one/workspace-one-editions-comparison.pdf
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Workspace ONE 製品パッケージ

Mobility MSP Workspace ONE 製品パッケージ

Workspace ONE は、シンプルでセキュアなデジタル ワークスペース
プラットフォームです。アクセス コントロール、アプリケーション、
マルチ プラットフォームのエンドポイントを統合管理することで、
デバイスを問わずにあらゆるアプリケーションの配信と管理ができます。

Mobility MSP は、最初に Workspace ONE のいずれかの管理スイートを
選んでサブスクリプションを契約します。

すべての Workspace ONE バンドルでは、共有型（Shared）クラウドが
基本タイプとして提供されます。専用サービスが必要なパートナーは、
マネージドホスト型（Managed Hosting）ライセンスを基本の共有型
タイプに追加できます。

Workspace ONE スイートは、デバイス単位またはユーザー単位の
ライセンスに基づいて利用できます。

サブスクリプションは、12 か月、24 か月、36 か月の期間で購入可能
です。

現在、企業向け SKU が利用可能です。教育機関向けおよび政府機関
向け SKU は、2018 年にプログラムに追加される予定です。教育機関向け
SKU およびバンドルを購入するには、Academic Mobility コミット契約を
締結する必要があることに注意してください。

請求方法は、前払い、月払い、年払いの 3 種類から選択できます。

Workspace ONE スイートおよび AirWatch スイートには、いずれにも
プロダクション サポートが含まれています。

Workspace ONE
管理スイート

クラウド タイプ

価格設定

サービス期間

セグメント

請求

サポート

Standard Advanced

共有型

デバイス単位

12 か月

企業向け

Production

月払い前払い

マネージド
ホスト型

24 か月 36 か月

年払い

ユーザー単位
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MSP パートナー環境の設定オプション

Mobility MSP 環境の設定オプション

MSP パートナー環境を設定するには 3 つの方法があります。この決定は、パートナーが MSP になるための契約を交わしてから、Workspace ONE のライセンスを注文するまでの
間に行う必要があります。

1. 共有-共有型（Shared-Shared 環境）：デフォルトの設定。MSP はマルチテナント パートナー環境に配置され、その環境下にすべてのお客様が配置されます。各パートナー
環境は保護および分離されており、ほかのパートナーやお客様の設定にアクセスすることも、表示することもできません。パートナーがほかの MSP とともに 1 つの共有環境に配置され、
その環境をすべてのお客様が共有することから、この設定は「共有-共有型」と呼ばれます。この共有環境は無償でパートナーに提供されます。

2. 専用-共有型（Dedicated-Shared 環境）：MSP パートナーが独自の専用環境を用意してすべてのお客様をホストすることを希望する場合は、「専用-共有型」設定を作成できます。
このシナリオでは、その MSP パートナー専用の環境が作成されます。さらに、その下にすべてのお客様が配置され、同じ環境を共有します。この専用環境を設定する場合、MSP に対して
所定の料金が請求されることに注意してください。

3. マネージド ホスト型、または専用-専用型（Dedicated-Dedicated 環境）：大規模企業のお客様が独自の環境を使用することを求めている場合は、そのお客様のためだけの専用環境を
作成できます。「マネージド ホスト型」と呼ばれるこのシナリオでは、パートナーと単独のお客様のためだけに専用環境が設定されます。このマネージド ホスト型
（専有ホスト型）環境を設定する場合、MSP に対して所定の料金が請求されることに注意してください。

1 2 3
「共有-共有型」
Shared SKU による Shared-Shared 環境
（マルチテナントMSP 環境とマルチテナントのお客様）

「マネージド ホスト型」または「専用-専用型」
Managed Hosting SKUによる Dedicated-Dedicated環境
（シングルテナント MSP と単独のお客様）

「専用-共有型」
Shared SKU による Dedicated-Shared 環境
（シングルテナントMSP 環境とマルチテナントのお客様）

MSP - ABC

北米

アジア

財務

セールス

ENT

FED

Globex

Hooli

Initech

MSP - DEF

北米

アジア

財務

セールス

ENT

FED

Soylent

Ombro

Supertech

MSP - XYZ

北米

アジア

財務

セールス

ENT

FED

Mastive

Acme

Tomsan

MSP – “ABC”

Globex

北米

アジア

ヨーロッパ

アフリカ

Hooli

財務

セールス

運用

供給

Initech

ENT

CML

FED

EDU

MSP – “ABC”

Globex

北米

アジア

ヨーロッパ

アフリカ
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MSP 環境設定の比較

環境内の MSP の数 複数（パートナー向けのマルチテナント） 単一（パートナー向けのシングルテナント） 単一（パートナー向けのシングルテナント）

環境内のお客様の数 複数（お客様向けのマルチテナント） 複数（お客様向けのマルチテナント） 単一（お客様向けのシングルテナント）

環境の設定 MSP パートナー向けのデフォルト設定
アカウント チームまたは MSP Operations 
チームを通じて、専用パートナー環境を
リクエストする必要があります

アカウント チームまたは MSP Operations 
チームを通じて、マネージド ホスト型パート
ナー環境をリクエストする必要があります

環境設定料金 無料（設定料金は不要） 都度払いの設定料金として 10,250 米ドルが必要
都度払いの設定料金として 10,250 米ドルが
必要

専用設定フォーム 不要 環境構築の前にパートナーによる記入が必要 環境構築の前にパートナーによる記入が必要

使用される
ライセンス SKU

コンフィギュレーターで Workspace ONE 
管理スイート SKU を注文

コンフィギュレーターで Workspace ONE 
管理スイート SKU を注文

コンフィギュレーターで Workspace ONE 
管理スイート SKU を注文し、「マネージド
ホスト型ライセンス」を追加

各新規注文（SID）での
最低発注数量

1 つの管理スイートで 25 ライセンス 1 つの管理スイートで 25 ライセンス

1 つの管理スイートで 3,000 ライセンス
プラス 3,000 のマネージドホスト型ライセンス

（マネージド ホスト型環境と同時に注文する
必要があります）

ソフトウェア
アップグレードの実施

VMware が決定したソフトウェアの
アップグレード

パートナーと VMware が決定した
ソフトウェアのアップグレード

お客様、パートナー、および VMware が決定
したソフトウェアのアップグレード

• パートナーは設定 #1 または設定 #2 のいずれかを使用できますが、同時に両方を利用することはできません

• パートナーは #1 または #2 のいずれかのインスタンスを 1 つだけ使用できます（複数は不可）

• パートナーは設定 #3 のインスタンスを複数使用できますが、インスタンスごとに所定の設定料金が新たに必要になります

• パートナーは #1 と #3 または #2 と #3 を同時に使用できますが、#1、#2、#3 のすべてを同時に利用することはできません

1 2 3「共有-共有型」 「専用-共有型」
マネージド ホスト型
（「専用-専用型」）

MSP 環境の各種設定の比較

下の表では、MSP プログラムにおける各パートナー設定オプションの特性および要件を比較しています。
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Mobility MSPでサービスビジネスをスタート

参加 トレーニング テスト 契約 環境の設定 発注 レポート 請求

1 2 3 4 5 6 7 8

VMware 
Cloud Provider 

Operations チームに
問い合わせて

MSP プログラムに
登録する

Partner 
University に
アクセスして

Mobility サービスの
トレーニングを

受講する

トレーニングで
学んだ知識を

実際の環境で試す

アグリゲーターに
問い合わせて
MSP Mobility 
コミット契約を

締結する

専用の環境が
設定され、お客様の
アカウントを管理
できるようになる

My VMware ポータル
にアクセスして、
お客様に提供する

Mobility サービスを
注文する（新規、
アドオン、更新、
アップグレード）

ビジネス ポータルに
アクセスして、

月間使用量を確認し、
アグリゲーターに

レポートを
サブミットする

アグリゲーターから
月単位の請求を

受け取る

問い合わせ：

VMware MSP 
Operations

アクセス：

VMware Partner 
University

申し込み：

デモ
サンドボックス

問い合わせ：

アグリゲーター

アクセス：

AirWatch
コンソール

アクセス：

My VMware 
ポータル

アクセス：

ビジネス ポータル

支払い：

アグリゲーター

初期設定時に 1 回 必要に応じて 月 1 回

ビジネス開始までの運用フロー：
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ご参考）Mobility MSP サービスのトレーニング

Mobility サービスのトレーニングと認定
Mobility MSP サービスを取り扱うには、事前に Mobility のトレーニングを受け、認定を取得していただく必要があります。Mobility のコースは、VMware の Partner University サイトの
「Mobility Management Competency – Solution Competency」から受講できます。

これらのコースを修了すると、テスト用のサンドボックスを無料で利用できるようになり、トレーニングで学んだ知識を実際に試すことができます。

必須のコースが 2 つ（VSP と VTSP）あり、Mobility サービスの取り扱いを開始する前に受講しなければならない人数（2 人）が定められています。それ以外に、サービスや関連テクノロジーに
関する知識を深めるために受講を強くおすすめしているコース（ポストセールスの VMware Mobility Professional Accreditation）もあります。詳しくは、次の表を参照してください。

必要性
最低限
必要な人数

フェーズ 認定 前提条件 所要時間 提供オプション 料金

必須 2 セールス
VSP – MBL
Mobility Management 
2017

なし 2 時間
オンデマンド、
ブートキャンプ

無料

必須 2 プリセールス
VTSP – MBL
Mobility Management 
2017

VSP 5 時間
オンデマンド、
ブートキャンプ

無料

強く推奨 1 ポストセールス

VMware AirWatch
Professional 
Accreditation: Enterprise 
Mobility

VSP 4 日

オンデマンド、
ライブ オンライン、
オンサイト、
ブートキャンプ

3,300 米ドル
（1 人あた
り）
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Mobility MSPによる
デジタルワークスペースサービスで
パートナ様のビジネス拡大を実現します

詳細は各アグリゲータ様へ
お問い合わせください！
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Q&A
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システムのバージョンアップは 側で実施いただけるという理解で正しいでしょう
か？その場合、バージョンアップのタイミングはお客様のご都合に合わせて実施してもらえるの
でしょうか？

環境設定による（スライド 参照）。共有 共有型の場合、VMware が決定したソフト
ウェアのアップグレードを実施、専有-共有型の場合、パートナーと VMware が決定したソフト
ウェアのアップグレードを実施、マネージドホスト型の場合、お客様、パートナー、および
VMware が決定したソフトウェアのアップグレードを実施する。

のサービスを再販することは可能でしょうか？

可能。ただし、サービス名称を変えず、そのまま再販の商流である必要がある。また、発注
の際、エンドユーザーの名前を入れる必要があるので、必ず入力いただく必要がある。

いただいた 一覧
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ご清聴ありがとうございました

次回は

2018年6月21日（木）14:00～を予定しております。

是非ご参加ください。


