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本書は、VMware Cloud Provider Program に参加するパート
ナーに適用されるプログラムの規則およびポリシーを定めたもの
です。VMware Cloud Provider Program は、従来 VMware 

vCloud Air Network という名称で呼ばれていたものです。サー
ビス プロバイダー プログラム契約内で vCloud Air Network 

Program ガイドが参照されている箇所は、以後は VMware 

Cloud Provider Program および本書を指すものとします。 

VMware は、「Partner Central」Web サイトへの更新版の公開を
もって本書を随時更新します。本書の更新内容に同意できない
パートナーは、唯一かつ排他的な救済として、VMware と交わして
いる VMware Cloud Provider Partner Program 契約を終了
する権利を行使できます。 

VMware は、本書で言及しているプログラムの規則およびポリ
シーを自らの裁量で管理および変更する権利、または公表済みの
プログラムの規則に基づきプログラムへの参加を制限/拒否する
権利を留保します。本書に記載されている規則およびポリシーには、
VMware とパートナーが交わしている VMware Cloud Provider 

Partner Program 契約の条項が適用されます。 

VMware は、本書に記載されている情報について一切の保証を
行わず、当該情報に関連して発生した損害（直接的、間接的、
二次的、偶発的および特別な損害を含みますが、これらに限定され
ません）に対する責任も負いません。 

  



プログラム 

 

 

  
VMware Cloud Provider™ Program Guide / 3 

VMware Cloud Provider™ Program Guide 

プログラム 

目次 

 

目次 .............................................................................................................................................................................. 3 

VMware Partner Network にようこそ ................................................................................................................... 4 

VMware Cloud Provider Program の概要 ........................................................................................................... 4 

VMware プログラム ポリシー ................................................................................................................................. 4 

プログラムの要件 ....................................................................................................................................................... 13 

プログラムの特典 ...................................................................................................................................................... 14 

VMware が提供するプロフェッショナル サービス .............................................................................................. 16 

Partner Central 関連の役立つリンク ..................................................................................................................... 17 

 

  



プログラム 

 

 

  VMware Cloud Provider™ Program Guide / 4 

VMware Cloud Provider™ Program Guide 

プログラム 

VMware Partner Network にようこそ 

成功に不可欠なパートナー様との連携 
VMware Partner Network（VPN）は、VMware 製品とソリューションの販売、構築、開発、またはトレーニングに携わるパート
ナー様によって構成される、パートナー エコシステム全体を対象としています。VMware Partner Network の目的は、パート
ナー様の専門知識の認定、パートナー様が市場に与えた影響に対するインセンティブの提供、そしてパートナー様のビジネス拡大を
促進する価値の提供です。 

VMware Cloud Provider Program の概要 

VMware Cloud Provider Program は、VMware とのパートナーシップの強化を目的とする、サービス プロバイダー向けの 
プログラムです。月単位のレンタル ベースでのソフトウェア ライセンス（以下「レンタル ライセンス」と呼びます）、サポート、
ツールなどを利用して、VMware ベースの製品、サービス、ソリューションの開発、宣伝、販売を行うことで、サービス プロ
バイダー ホステッド型 IT サービスを効率的に提供できます。さらに、このプログラムでは、VMware の提供するクラウド サー
ビス（以下「マネージド サービス」と呼びます）を購入して、マネージド サービス プロバイダー（以下「MSP」と呼びます）
になるオプションもご用意しています。 

注：本 Program Guide は変更される可能性があります。更新情報を受け取るには、Partner Central にあるこのドキュメントの 
[登録] をオンにしてください。 

VMware プログラム ポリシー 

プログラムへの登録とコンプライアンス 

仮登録レベル 

VMware Partner Network にこれから参加いただくパートナー様は、仮登録レベルに位置付けられます。この時点では特定のプロ
グラムの種類を指定する必要はありません。仮登録レベルでは、次のことが可能です。 

• VMware が提供するプログラムの種類（ソリューション プロバイダー、サービス プロバイダー、テクノロジー アライ
アンス パートナーなど）について理解を深めます。 

• その後自社のビジネス モデルに適したプログラムを検討します。最初の取引までの時間を短縮するために、無償のオン
ライン トレーニングを受講して必要なセールス スキルおよびテクニカル ソリューション スキルを取得します。 

仮登録レベルのパートナー様は、登録が完了するまで製品を販売いただくことができませんのでご注意ください。 

VMware Cloud Provider Program の上位レベルにアップグレードするには、パートナー様が（a）サービス プロバイダー 
プログラムに参加表明していること、（b）月間の最小ポイント コミットメントが 360 ポイント、または最低でもレベル 1 
マネージド サービス プロバイダーのコミットメントを満たし、VMware Cloud Provider Partner Program 契約を結んでいる
ことが条件になります。特典および要件は、プログラムのメンバーシップ レベルによって異なります。  

VMware Cloud Provider Program のメンバーシップは、パートナー様がすべてのプログラム要件を満たしていることを
条件に、1 年単位で自動的に更新されます。VMware は少なくとも年 1 回以上パートナー様のプログラム遵守状況を調査し、
現在のレベルの要件を満たしていないパートナー様に対してそのレベルを見直す権利を留保します。 

  

https://www.vmware.com/jp/partners.html?069800000000TbO
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対象地域に関する制限、法人および VMware プログラム メンバーシップ 

VMware の特別な許可がない限り、以降の記述が適用されます。 

• 2 か国以上での事業展開をご希望のパートナー様は、VMware 製品もしくはサービスを使用してホステッド型 IT サービスを
提供する、またはマネージド サービスに使用する VMware のクラウド サービスを購入するそれぞれの国において、VMware 
Cloud Provider Program の登録を行う必要があります。 

• 各事業体は、単独でプログラム メンバーシップの必要条件を満たしている必要があります。 

• 承認された各事業体は、指定された対象地域でのみ VMware ベースのサービスの販売が許可されます。「対象地域」とは、
パートナー様の主たる事業所の所在地である国を指します。VMware は本ポリシーにおける例外を随時公開します。 

• 承認された各事業体は、VMware に対象地域での取引を許可されているアグリゲータからのみ、製品およびサービスの
使用権限を取得するものとします。VMware Cloud Provider Program サービス プロバイダーは、該当するアグリゲータとの
間で直接供給関係を結ぶことができます。  

• 前述の条件は、欧州経済地域（EEA）またはスイスに所在するパートナー様が、EEA またはスイスでの取引を VMware に
許可されているほかのリセラーまたはディストリビューション パートナーと売買する自由を侵害するものではありません。 

 
プログラム メンバーの親会社、協力会社、子会社、被買収会社は、VMware から許可されないかぎり、プログラム メンバーと
して認められず、プログラムの特典を受けることはできません。企業名、DBA（Doing Business As：屋号）、AKA（Also Known 
As：別名）、またはプログラム メンバーが指定したその他の命名規則を、明確な法的地位の確立に使用できます。 

買収、合併、およびその他の形態で事業を統合する場合、存続する事業体の現行のメンバーシップ レベルと、買収または合併
された事業体の運営状態によって、新たに組織された事業体に適用されるメンバーシップの条件が決まります。 

対象地域に関する制限は変更される可能性があります。Partner Central に掲載されている対象地域に関する制限のポリシーを
ご確認ください。 
 

パートナー様およびお客様の情報 

パートナー様は、VMware Partner Network への参加により、次のような目的で VMware からプログラム関連の情報を受け取る
ことに同意するもの見なされます。 

(a) プログラムの管理 
(b) プログラムに関する情報提供（イベントやトレーニングなど） 

(c) アンケートや調査への協力依頼 

(d) VMware ソリューションの販売に役立つ情報や資料の提供（セキュリティ情報、技術情報、セールスやマーケ 

ティング用の資料やリソースなど） 

パートナー様は、パートナー様により提供されている商標およびロゴの使用に関する妥当なガイドラインおよび VMware プラ
イバシー ポリシー（www.vmware.com/jp/help/privacy.html）への準拠を条件として、VMware がプログラム メンバー一覧
にパートナー様の名称と所在地を掲載する可能性があること、プログラムのメンバーとしてパートナー様について言及する可能性
があること、パートナー様の VMware 認定を公表する可能性があること、および上記それぞれの場合においてパートナー様のロゴ
を使用する可能性があることに同意するものとします。 

VMware に 提 供 さ れ る お 客 様 の 発 注 ま た は 契 約 に 関 す る 情 報 は 、 VMware プ ラ イ バ シ ー  ポ リ シ ー
（http://www.vmware.com/jp/help/privacy.html）の対象であり、以下の目的で使用されることがあります：（i）適切な販売/ 
市場セグメントおよび営業担当者の特定、（ii）社内での収益認識、（iii）関連する VMware セールス コミッションの決定と伝達。 

  

https://na6.salesforce.com/sfc/#version?selectedVersionId=06880000001A7WG
http://www.vmware.com/jp/help/privacy.html
http://www.vmware.com/jp/help/privacy.html
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パートナー企業倫理 

VMware は、パートナー様がコンプライアンス違反により被るビジネス上のリスクを低減し、不要なコストの発生、信用の低下、
政府による制裁や法的措置などのペナルティを回避するため、できる限りの支援を提供します。 

不正行為を禁止する各地域の法律や VMware の社内規定では、形態や受領者（政府機関または民営企業のいずれであっても）を
問わず、賄賂は禁じられています。VMware は、不正行為防止法へのコンプライアンスを向上させるため、製品やサービスの
流通、キャンペーン、または販売に関わるすべての個人と法人までに広げたコンプライアンス上のリスクに幅広く対処し、リスクを
最小限に抑える包括的なコンプライアンス プログラムを策定し、管理しています。 

VMware は、Partner Integrity Initiative（パートナー企業倫理イニシアティブ）という包括的な取り組みを行っています。これ
には、事前審査、継続的な資格審査、パートナー調査、自己申告、トレーニング要件が含まれます。直接的、間接的にかかわらず、
すべてのパートナー様は、VMware Partner Network パートナー プログラムに参加するための必要条件として、これらの要件
を完了する必要があります。VMware の特別な許可がない限り、以降の記述が適用されます。 

(a) パートナー様は、VMware パートナー行動規範の全条項を遵守する必要があります。 

(b) パートナー様は、VPN へのお申し込み時に、この Program Guide と VMware パートナー行動規範の条項、および 

VMware 製品/サービスの販売に関連して適用されるすべての法律を遵守することに同意する必要があります。 

(c) 事前審査には、VMware のセールス チームと財務チームによる社内の資格審査が含まれます。VPN プログラムへの正式
登録が認められるためには、適正評価のための詳細なアンケートに回答する必要があります。パートナー様はこのアン
ケートの中で、現行または保留中のコンプライアンス違反がある場合は明記する必要があります。 

(d) すべてのパートナー様は、少なくとも 3 年ごとに、VMware 製品やサービスの販売に関連して適用されるすべての
法律を遵守していることを自己申告する必要があります。 

(e) パートナー様は、不正行為の禁止に関連する規制についてのトレーニングと、米国輸出規制法に関するパートナー様の 

義務についてのトレーニングを受講する必要があります。これらのトレーニングは、VMware のオンライン ポータル
「MyLearn」で受講できます。パートナー様は、登録後 30 日以内に初回のトレーニングを修了する必要があります。必須

トレーニング モジュールは随時追加される場合があります。必須トレーニングを修了していないパートナー様は、降格
またはプログラムから除外される可能性があります。 

VMware の Partner Integrity Initiative（パートナー企業倫理イニシアティブ）に関するご質問は、partnernetwork@vmware.com 
までお問い合わせください。 

 

VMware Cloud Provider Program のインストール 

レンタル ライセンスの一般的なインストール 

VMware Cloud Provider Program では、サービス プロバイダーがホステッド型 IT サービスの一部として VMware 製品を
インストールして使用できます。「ホステッド型 IT サービス」とは、サービス プロバイダーのインターネット、電話回線、
またはプライベート ネットワークに基づくサブスクリプション コンピューティング サービスであり、サービス プロバイダーが 
設置して運用しているシステム上の処理能力、コンピューティング、またはソフトウェア アプリケーションにサード パーティ企業が 
アクセスすることを可能にするものです。VMware が書面で明示的に承認した場合を除き、サービス プロバイダーは、次の条件を
満たすハードウェア システム上にのみソフトウェアをインストールできるものとします。（a）サービス プロバイダーが 
もっぱら自社で使用するために所有またはリースしていること、および、（b）サービス プロバイダーが所有もしくはリースして
いるデータセンター スペース内に配置されている、または、エンド ユーザーに対してホステッド型 IT サービスを提供すること
だけを目的としてエンド ユーザーの施設に配置され、サービス プロバイダーがシステムの日常の管理運用と管理者権限での
操作を実施していること。サービス プロバイダーは、要求があった場合、各エンド ユーザー サイトに存在するシステムにイン
ストールされているライセンス キーをすみやかに示すものとします。サービス プロバイダーは、エンド ユーザー（またはエンド 
ユーザーにサービスを提供する第三者のエージェント）に対して、本書の条件にしたがってホステッド型 IT サービスの形式でソフト 
ウェアの機能にアクセスする目的以外の、ソフトウェアに対するアクセス、メンテナンス、またはその他の使用を許可しないものと
します。サービス プロバイダーは、サーバの物理的位置にかかわらず、使用量のレポートおよび本書に記載されたすべての義務に
関する責任を負います。サービス プロバイダーは、VMware に対して、エンド ユーザーによるソフトウェアの不正なイン
ストール、使用、コピー、または配布に関する責任を負います。 

https://vmware.my.salesforce.com/sfc/p/#400000009hQR/a/340000000ELN/DVz.m50M8tGL8KFX8QHC6M3929CSBnZLZSrk2A_3c0U
mailto:partnernetwork@vmware.com
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ホステッド型 IT サービス 

サービス プロバイダーが VMware Cloud Provider Program にしたがって、ホステッド型 IT サービスを提供するために 
VMware 製品を使用する場合に限り、適用されるエンド ユーザー使用許諾契約書（EULA）は次のように修正されます。 

(a) 適用される使用許諾契約書に以下の文言が追加されます：「本 EULA の他の条項にかかわらず、お客様が本 EULA を
遵守することを条件として、VMware Cloud Provider Program で付与された権利の行使に必要な限りにおいて、お客様は、
事業グループ企業以外の第三者に対するホスティングを行うことができ、当該第三者は、仮想マシンに対するコンピューター 

アプリケーションのインストール、アップロード、またはアンインストールを行うことができます。」 

(b) ライセンス期間。適用される使用許諾契約書の他のすべての条項にかかわらず、ライセンスは、サービス プロバイダーが 

VMware Cloud Provider Program のメンバーであり、VMware アグリゲータとの間の有効なレンタル ライセンス契約に
したがって営業している期間に限定されるものとします。VMware Cloud Provider Partner Program 契約が何らかの
理由で終了するか期限切れになった場合、サービス プロバイダーは、プログラムの下でライセンスされたすべて VMware 

製品の使用を停止し、VMware 製品のすべての媒体とそのすべてのコピー（バックアップ用のコピーを含む）を破棄するか 

VMware に返却し、サービス プロバイダーが所有または管理するコンピューターのメモリまたはハード ディスク上に
ある当該コピーをすべて削除するものとします。 

レンタル ライセンス用のホワイト ラベル モデル 

「ホワイト ラベル」モデルとは、あるサービス プロバイダー（「マスター サービス プロバイダー」）が別のサービス プロバイダー
（「セカンダリ サービス プロバイダー」）に、自社ブランドを付加せずに自社のホステッド型 IT サービスを販売するモデルです。

セカンダリ サービス プロバイダーは、このホステッド型 IT サービスを自社ブランドで自身のホスティング顧客（「ホスティング 
顧客」）に提供します（「ホワイト ラベル サービス」）。ホワイト ラベル サービスの利用においては、次の条件を満たしている必要
があります。 

• すべてのセカンダリ サービス プロバイダーは、サービス プロバイダーのプログラム種類に参加表明しており、少なくとも 
VMware Partner Network の仮登録レベルのパートナー様である必要があります。これにより、セカンダリ サービス プロ 
バイダーが Partner Central のクリックスルー契約（CTA）を完了していること、および VMware Cloud Provider 
Program の要件に従うことが保証されます。  

• プロダクション サポートおよびサービス（SnS）は、マスター サービス プロバイダーにのみ提供されます。 
• ホストされたソリューションおよびソフトウェアの管理は、マスター サービス プロバイダーのみが行います。セカンダリ 

サービス プロバイダーは、システム自体の変更および管理はできません。 
• マスター サービス プロバイダーのホステッド型 IT サービスを販売（または利用）するセカンダリ サービス プロバイダーは、

『VMware Cloud Provider Program Guide』および VMware Cloud Provider Partner Program 契約に規定された
すべての条件に従う必要があります。  

• マスター サービス プロバイダーが期限内に VMware アグリゲータに報告できるように、セカンダリ サービス プロバイ
ダーは、マスター サービス プロバイダーに対して、月間使用量に関する全データ（ホスティング顧客の月間使用量全データを
含む）をすみやかに報告する必要があります。  

• すべてのホワイト ラベル サービスは、マスター サービス プロバイダーが所有またはリースするデータセンター内に存在
する必要があります。例外としてセカンダリ サービス プロバイダーのデータセンター内へ配置する場合は、VMware Cloud 
Provider Program Office への書面による申請をもって検討されます。 

• セカンダリ サービス プロバイダーには、ホワイト ラベル サービスを最終的なホスティング顧客に提供することのみが
許可されます。ホワイト ラベル サービスをほかの中間ユーザー（ほかのサービス プロバイダーやリセラー）に販売する
ことはできません。 

• ホワイト ラベル サービスを利用するセカンダリ サービス プロバイダーまたはホスティング顧客による VMware ロゴの
使用については、VMware ロゴの使用に関するガイドラインに従うものとします。マスター サービス プロバイダーには、
VMware ロゴの使用をサブライセンスする権利は付与されません。 

• セカンダリ サービス プロバイダーには、すべてのホワイト ラベル サービスに関して、VMware Cloud Provider Program に 
基づくいかなる特典およびプログラム レベルも付与されません。 

マスター サービス プロバイダーは、ホワイト ラベル サービスがどのデータセンターで運用されているかにかかわらず、対象と
なる VMware の使用許諾契約書の条項が、セカンダリ サービス プロバイダーによるホワイト ラベル サービスのあらゆる
利用に対して適用されることを保証する必要があります。 
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レンタル ライセンス用の販売モデル 

VMware Cloud Provider Program を通じて取得したライセンスをサービス プロバイダーが再販または配布することは固く禁じ
られています。ただし、サービス プロバイダーがセカンダリ パートナー（VMware ソリューション プロバイダーなど）と契約を
結び、サービス プロバイダーのホステッド型 IT サービスを販売することはできます。すべての管理、レポート（使用量および
エンド ユーザー）、およびアグリゲータとの法的関係は、サービス プロバイダーに付随します。VMware は、この取り組みに 
おけるサービス プロバイダーとソリューション プロバイダー（VMware 認定リセラー）との関係に関与しません。 

レンタル ライセンス契約 

レンタル ライセンスおよびエンド ユーザー レポート 

• VMware Cloud Provider Program のサービス プロバイダーは、VMware の使用量レポート ツール（「Usage Meter」）で
測定した各製品の月ごとの使用量を、VMware Business Portal（以下で説明）で報告する義務があります。月ごとの使用量
データには、使用された各 VMware 製品の詳細と、エンド ユーザー顧客から発生した使用量と合計ポイント数、およびエンド 
ユーザー顧客の情報が含まれるものとします。各製品に関する具体的な計算方法については、『VMware Cloud Provider 
Product Usage Guide』をご参照ください。VMware アグリゲータとの間で個別の取り決めがある場合を除き、月次レポートは、
毎月 5 日までに Business Portal を通じて提出する必要があります。製品の使用量データは、VMware および VMware が
指定したサード パーティに対して、監査およびコンプライアンスの目的でのみ提供されます。 

• エンド ユーザー顧客情報には、顧客名、利用国、および利用場所の郵便番号が含まれます。VMware は、顧客情報をプログラム契約
に基づいて機密として扱い、社内での収益認識および関連する VMware セールス コミッションの決定と伝達のために使用します。 

• パートナー様が製品の使用に関する顧客情報を提供しない場合、プログラムの特典の剥奪や契約の終了につながる可能性があります。 

• 月間使用量データの報告を怠ったサービス プロバイダーについては、そのサービス プロバイダーのレンタル ライセンス契約
に関連するサポート サービス利用権限が即座に停止される場合があります。 

• VMware Cloud Service Provider Bundle および他の計測対象製品を使用する際は、ホスティング顧客による製品の使用量を
監視および報告するために、VMware Usage Meter を必ずインストールする必要があります。  

• すべての VMware Cloud Provider Program サービス プロバイダーは、製品レポートを作成するために、Usage Meter の
最新バージョンまたは一般的に入手可能なバージョンをダウンロードし、インストールして使用する必要があります。VMware は、
Usage Meter のアップデートについてサービス プロバイダーに通知するように努力します。  

• vCloud Usage Meter で収集した情報に関するアグリゲータ向けの vCloud Usage Meter レポートには、「License 
Summary Report」（vCloud Bundle 用）、「Customer Summary Report」（ホスティング顧客のレポート用）、「Product Usage 
Report」（vCloud Usage Meter の監視対象外の全製品用）を含める必要があります。vCloud Usage Meter バージョン 3.2 
以降の場合は、「License Summary Report」と「Product Usage Report」の代わりに「Monthly Product Report」を含め
ます。vCloud Usage Meter のインストールおよび使用方法については、『Usage Meter Guide』をご覧ください。 

• Usage Meter の監視対象外の他の VMware 製品については、サービス プロバイダーが手動で監視して報告し、アグリゲータの
レポート プロセスにしたがって使用量情報をアグリゲータに報告する必要があります。 

アップグレード、ダウングレード、終了 

• レンタル ライセンス契約の当初期間は 1 年間であり、有効期限の満了日に自動的に 1 年間更新されます。契約の条件は 
VMware アグリゲータとの間で決まりますが、Cloud Provider Program で定められた一定の基準を満たす必要があります。 

• 有効期限の満了日前にサービス プロバイダーが契約レベルのアップグレードを望む場合、サービス プロバイダーは月次使用量
レポートをすべて完了する必要があり、アップグレードの日をもって新たに 1 年の期間が開始されます。 

• 以下に示すキャンセル ポリシーにしたがって、標準のダウングレードおよび終了は、契約期間満了日の 60 日前までに限って
可能であり、満了日に有効となります。ダウングレード注文の発効または終了プロセスの完了の条件として、サービス プロ
バイダーは、元の契約条件にしたがって月次使用量レポートをすべて完了する必要があります。終了の過程で、VMware は、
サービス プロバイダーがライセンス キーを破棄したことの証拠または確認を要求する場合があります。 

• すべてのアップグレードまたはダウングレードは、Cloud Provider Business Portal で注文が処理された日から将来に向けた
日付において発効します。アップグレードの過程で、VMware は、サービス プロバイダーが古いライセンス キーを削除
して新しいライセンス キーに置き換えることを要求する場合があります。 

https://na6.salesforce.com/sfc/#version?selectedDocumentId=06980000000bpky
https://na6.salesforce.com/sfc/#version?selectedDocumentId=06980000000bpky
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グローバル レンタル契約 

VMware によって指定された 3 つの地域（南北アメリカ地域、EMEA（ヨーロッパ、中東、アフリカ地域）、およびアジア太平洋 
地域）のうち 2 つ以上の地域で事業を展開し、毎月 60,000 ポイント以上のポイント プランを結んでいる優良 VMware Cloud 
Provider サービス プロバイダーは、グローバル レンタル契約をご利用いただけます。グローバル レンタル契約は、グローバル 
サービス プロバイダー（資格のある関連会社を含む）と認定グローバル VMware アグリゲータとの間で結ばれる単一の契約です。 
グローバル サービス プロバイダーの世界全体で合算されたポイント消費は、上記の 60,000 ポイントの月間最小ポイント コミット
メントに適用できます。グローバル レンタル契約に関するご質問や、グローバル レンタル契約の認定に必要な要件詳細については、
VMware Business Development Manager（VMware のパートナー ビジネス開発マネージャ）までお問い合わせください。 

Metal-as-a-Service（MaaS）の認定 
VMware Cloud Provider Program サービス プロバイダーの資格を保持し、プログラムのプレミア レベルとして登録されている
場合、VMware Cloud Provider ライセンスを使用して Metal-as-a-Service（MaaS）を提供する認定を受けることができます。
サービス プロバイダーが MaaS 認定を取得するには、完全な SDDC ソフトウェア スタックを導入し、VVD ガイドラインを
順守し、プログラム契約の MaaS 認定に関する修正条項に詳細が記載されている、MaaS 検証の要件を満たす必要があります。
詳細については、担当の VMware ビジネス開発マネージャにお問い合わせください。 

キャンセル ポリシー 
VMware Cloud Provider Program のキャンセル ポリシーは、サービス プロバイダーが VMware Cloud Provider Program 
製品のライセンス ポイント注文をキャンセルするためのもので、プログラムに基づく月ごとのレンタル ライセンスと前払いのポイントの
両方に適用されます。注文をキャンセルする場合、サービス プロバイダーは、サービス プロバイダーとアグリゲータの間のレンタル 
ライセンス契約期間中の任意の月の時点で、アグリゲータに書面で通知する必要があります。キャンセル ポリシーの要件の詳細に 
ついては、こちらをご覧ください。 

VMware Cloud Services：マネージド サービス プロバイダー（MSP）契約 

MSP の商用モデル 

• パートナー様は、VMware アグリゲータとの間で VMware マネージド サービス プロバイダー契約を結ぶ必要があります。 

• パートナー様は、VMware に対して、12 か月間にわたる月額 MSRP 料金の支払いをコミットする必要があります。契約で定め 
られた最低月額料金は、実際の使用量にかかわらず請求されます。  

• クラウド サービスに基づくマネージド サービスのすべての消費は MSRP で見積もられて報告され、さらに契約で定められた 
割引が適用された後、アグリゲータを通じて VMware に支払われる金額が算出されます。超過利用が発生した場合はその詳細も 
MSRP で報告され、同じ契約割引が適用されます。  

• 適用される割引レベルは月額 MSRP 契約料金に基づいて決まり、Partner Central Web サイトに掲載されています。 

• パートナー様は、契約のアップグレードを望む場合（MSP レベル 1 から MSP レベル 2 に移行する場合など）、いつでも 
VMware との間で新しい MSP 契約を結ぶことができます。パートナー様は、変更日を開始日として、12 か月間の新しい契約を
締結する必要があります。パートナー様は、契約の 12 か月の期間中は、契約をダウングレードすることはできません（MSP 
レベル 2 から MSP レベル 1 に移行する場合など）。  

• パートナー様は、VMware Cloud Provider Program Office（vcloudairnetwork@vmware.com）の書面による明示的な
承認がない限り、12 か月の契約期間中はアグリゲータを変更することができません。アグリゲータの変更が許可された場合、
現行のサービス ID（SID）は、引き続き元のアグリゲータによって既存の契約に基づいて処理されます。新しいサービス ID

（SID）は、新しいアグリゲータによって処理されます。 

• 複数国での事業展開をご希望のパートナー様は、クラウド サービスを調達したい国ごとに登録を行って VMware Cloud Provider 
Program に参加する必要があります。各事業体が、個別のコミットメント契約を VMware との間で結ぶ必要があります。登録 
された事業体は、適用される価格リストに記載された任意のデータセンターからクラウド サービスのキャパシティを購入できます。 

• パートナー様は、マネージド サービスの提供を許可されている国に関して VMware が定義した現地通貨で取引を行う必要
があります。 

  

https://vmware.my.salesforce.com/sfc/#version?selectedDocumentId=06934000002FEyL
mailto:vcloudairnetwork@vmware.com
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• パートナー様の割引レベルは、Cloud Provider Program で定められた契約月額料金によって決まります。 

• パートナー様は、マネージド サービスで使用される VMware Cloud Services を、パートナー様による追加のマネージド サービスを 
含めずに販売することはできません（「MSP サービス利用規約、サービス アクセス、必要なマネージド サービス」のセクションを 
参照）。 

MSP サービス利用規約、サービス アクセス、必要なマネージド サービス 

• パートナー様は、該当するクラウド サービスに関する VMware のサービス利用規約を遵守する必要があります。この利用規約は、
パートナー様のプログラム登録契約によって修正された VMware エンド ユーザー使用許諾契約書に記載されている場合があります。 

• パートナー様は、エンド ユーザー顧客に独自のサービス利用規約を提供する必要があります。  

• パートナー様は、顧客に対するサービスの一部としてマネージド サービスを提供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。 

• VMware Cloud on AWS については、パートナー様が AWS アカウントを保有している必要があります。 

MSP 使用量レポートと承認 

• パートナー様は、VMware が計測して報告している VMware Cloud Services の月間利用量を VMware Business Portal で
確認する必要があります。このデータには、使用された各 VMware サービス ID（SID）の詳細と、使用量および合計コストが
含まれます。 

MSP エンド ユーザー レポート 

• パートナー様は、各サービス ID（SID）に関連する顧客情報を VMware に提供するものとします。VMware は、顧客情報を 
Cloud Provider Partner Program 契約に基づいて機密として扱い、社内での収益認識および関連する VMware セールス 
コミッションの決定と伝達のために使用します。 

• 顧客情報には、顧客名、利用国、および利用場所の郵便番号が含まれます。 

• パートナー様が各 SID に関する顧客情報を提供しない場合、プログラムの特典の剥奪や契約の終了につながる可能性が
あります。 

MSP サポート 

• パートナー様は、VMware Cloud Services の初回プロビジョニング時に、VMware 導入支援サービスを利用できます。以降の 
プロビジョニングでは、パートナー様はグローバル サポート サービスを通じて VMware からテクニカル サポートを受けること
ができます。 

• パートナー様のサポート責任。エンド ユーザーのサポートについては、エンド ユーザーとのやり取りから、パートナー様が
提供するマネージド サービスに関するあらゆるサポート、クラウド サービスのさまざまなコンポーネントに関するエンド 
ユーザーからの問い合わせへの対応まで、すべてのサポートをパートナー様が行う必要があります。パートナー様は、イン 
ストール、構成、使用方法に関する質問への回答、問題の切り分けと特定、問題が VMware の文書に既知の問題として解決策
が記述されているかどうかの判断、お客様の問題を再現して妥当な解決策または回避策を提供する作業に関して責任を負い
ます。 

• VMware のサポート責任。VMware はパートナーに対して、クラウド サービスのプラットフォームに関連するサポートを
提供します。また、プラットフォームまたは VMware ソフトウェアに関連する設計工学上の知識や専門技術を提供し、プラット
フォームまたはソフトウェアに関する問題を切り分けて解決できるように支援します。エスカレーションされた問題が
パートナー様の責任範囲内のインフラストラクチャが原因で生じたものであると判断された場合は、所定のプロセスにしたがって
その問題をパートナー様に返します。 

  

http://www.vmware.com/jp/download/eula/
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• エスカレーション プロセス。パートナー様がチケットを送信する方法としては、電話、My VMware を通じた電子的な
オンライン送信、またはサービス ポータルがあります。重要度レベルのカテゴリについては、両当事者間で合意するものと
します。サービスの目標応答時間については、https://www.vmware.com/jp/support/services/saas-production.html を 
参照してください。重要度レベル 1 の問題は、応答時間の SLA に準拠するため、電話で報告する必要があります。ケース
を送信する前に、実行したトラブルシューティング手順と得られた結果について詳細に記述する必要があります。 

• パートナー サポート トレーニング。VMware は、パートナー様のサポート スタッフに、サポート サービスの機能に関する
導入トレーニングを無償で実施する場合があります。トレーニングは、リモート デリバリ メカニズムまたは相互に合意された
方法で行われます。Mobility サービスの場合、トレーニングは MSP サービス プログラムに参加するための要件となって
います。必須のトレーニングと推奨されるトレーニングの最新の一覧については、Partner Central をご覧ください。 

• 管理者。パートナー様は、適切な人数のスタッフをその担当者として任命するものとします。担当者は、クラウド サービスに
関する特定の管理業務を行う権限を持ち、パートナーの技術担当者としての役割を果たします。Mobility サービスの場合、
1 契約あたりの技術担当者の最小人数は 2 人であり、最大人数は 6 人です。また、パートナー様は、My VMware および
各サービス ポータルを介してパートナー アカウント情報を最新の状態に保つことについて全責任を負うものとします。 

MSP サービスとセットアップ 

• アグリゲータを通じて VMware との間に 12 か月の MSP 契約を結んだパートナー様は、VMware によって定義された 
クラウド サービスを構成してプロビジョニングし、随時変更する権限を持ちます。最新のサービス リストについては、担当の 
VMware パートナー マネージャまでお問い合わせください。マネージド サービスで利用可能な「クラウド サービス」には、
次のものが含まれます。 

サービスとしての Software Defined Data Center 
VMware Cloud on AWS 
VMware Hybrid Cloud Extension（HCX） 

サービスとしてのエンタープライズ モビリティ管理 
VMware AirWatch 
VMware Workspace ONE 

サービスとしてのデスクトップ 
VMware Horizon Cloud 

• パートナー様は、1 つのサービス環境（SID）に複数のエンド カスタマーを収容することはできません。これは、割り当て、
使用、課金に関する情報を単一の顧客に対応付けることで、チャージバックと管理を簡素化するためです。 

• パートナー様は、My VMware ポータルまたは各サービス ポータルを通じて、クラウド サービスの構成とプロビジョ
ニングを利用できます。パートナー様は、VMware Business Portal を通じて、月次レポートを利用できます。 

MSP サービス デモ/テスト キャパシティ 

• パートナー様は、特定のサービスをテストするために、無料の試用版を利用できます。最新の一覧については、
www.vmware.com/jp をご覧ください。 

• または、要求に応じて、1,000 米ドル（MSRP）までのテスト キャパシティが内部使用専用に無償で提供されます。これは
クレジットで提供され、当該サービスの最初の月の使用に適用されます。最初の課金サイクルの終了時の料金支払いに適用 
された残りのクレジットは、自動的に失効します。 

• デモ用のキャパシティは、各 VPN パートナー ID に対して 1 回だけ利用でき、契約更新時にも再度提供されることはあり
ません。すでにテスト環境を利用したことがあるか、以前に当該サービスを購入したことがあるパートナー様は、追加キャパ
シティを受け取ることはできません。 

• デモ用のキャパシティは、パートナー様が利用可能なサービスに関する PoC（事前検証）テスト、デモ、またはトレーニングを 
行うための手段として提供されています。テスト キャパシティの依頼は、メールで vcan-operations@vmware.com 宛に
お送りください。 

  

https://www.vmware.com/jp/support/services/saas-production.html
https://vmware.my.salesforce.com/apex/page?name=managedservicesprovider
http://www.vmware.com/jp
mailto:vcan-operations@vmware.com
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サービス プロバイダー Business Portal 

Business Portal は、クラウドベースのアプリケーションであり、VMware Cloud Provider Program のサービス プロバイダーと
アグリゲータが、必要な月ごとのレンタル ライセンス、VMware クラウド サービスの利用量、エンド ユーザー レポート情報の 
提供と承認を行うために利用できます。このポータルは、サービス プロバイダーの契約レベルと月間顧客使用量情報の記録システム
です。サービス プロバイダーは、毎月 5 日までに、Business Portal 経由で、月間使用量レポートおよび VMware クラウド 
サービスの利用量を、アグリゲータに提出し、承認する必要があります。Business Portal に報告され、承認されたすべてのデータは、
VMware または VMware アグリゲータによる確認、承認、および監査の対象となります。すべてのデータは、最低 3 年間保管
する必要があります。 

Partner Integrity Initiative（パートナー企業倫理イニシアティブ） 

VMware Cloud Provider Program では、サービス プロバイダーに対するコンプライアンス レビュー キャンペーンを実施して
います。その目的は、パートナー様がプログラムの要件を満たすのを支援することです。これらのレビューは、VMware Cloud 
Provider Program 登録契約に基づく正式の監査ではありません。ただし、パートナー様が参加しない場合には、VMware はサー
ビス プロバイダーのレコードの正式な監査を実施する権利を行使する可能性があります。初期レビューの結果に基づいて、
VMware は、Usage Meter のインストールおよび構成や、VMware のソフトウェアの使用に関する毎月の使用量レポートに使用
されている情報について、さらに情報提供をお願いする場合があります。 

VMware は、サービス プロバイダーのアグリゲータにコンプライアンス レビューの実施を依頼する場合があります。サービス 
プロバイダーは、要求された情報をすみやかに提供する義務を負います。コンプライアンス レビューの通知は、VMware または、
VMware の依頼を実行するアグリゲータから送られます。 

コンプライアンス チェックへの備えとして、以下の手順を実行してください。 

• 現在利用可能な最新バージョンの Usage Meter にアップグレードします 

• Usage Meter が適切に構成されていることを確認します 

• VMware Cloud Provider Business Portal にログインし、毎月 5 日までに使用量を報告します 

• 毎月の使用量レポートに関して、未提出あるいは期限を超過したものがある場合は、解決します 

• Usage Meter で計測する製品の使用量に加え、定額制の製品についてもすべて報告してください 

• 毎年の更新サイクルでプログラム階層のすべての要件を満たしていることを確認します 

順守ポリシーの詳細については、こちらをご覧ください。 

サード パーティ製ソフトウェア 

クラウド サービスでは、パートナー様のプログラム登録契約に規定された条件にしたがって、パートナー様がパートナー様の
マネージド サービスの顧客にサード パーティ製ソフトウェアを利用可能にすることが許可される場合があります。 

  

https://vmware.my.salesforce.com/sfc/#version?selectedDocumentId=069340000020AeM
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プログラムの要件 

プログラムの要件 

 プロフェッショナル エンタープライズ プレミア 

ビジネスの要件とレポート 

プログラム契約  

プログラム参加費 なし 

コミットメント契約 

VMware アグリゲータとの間に、レンタル ライセンス契約または VMware クラウド サービス マネー
ジド サービス プロバイダー契約を結んで、最小月間利用量または 12 か月にわたる月額料金の支払いを
コミットします。実際の使用量に関係なく、最低月額料金が発生します。マネージド サービス 
プロバイダー契約の場合、契約初期に限り 3 回までの請求サイクルは猶予期間とし、その間は実際の
利用量の分だけが請求され、最小月額契約コミットメントは適用されません。 

製品使用量レポート 

レンタル ライセンス契約の場合、VMware vCloud Usage Meter での測定がサポートされている
製品についてはこれを用いて VMware 製品使用量を確認し、月間使用量を Business Portal 経由で
アグリゲータに報告します。VMware クラウド サービス マネージド サービス プロバイダー契約の
場合、Business Portal で月間利用量を確認して承認します。 

顧客レポート 
ホスティング顧客および VMware クラウド サービス マネージド サービス プロバイダー顧客のすべての
顧客使用量または割り当てを報告します。 

購入 

最小単位 1 
360 ポイントプラン以上 

または 
MSP レベル 1 プラン以上 

10,800 ポイントプラン以上、 
または 

MSP レベル 3 プラン以上 

100,000 ポイントプラン以上 
または 

MSP レベル 5 プラン以上 

トレーニングおよび認証 

ホスティング データセンター
が 配 置 さ れ て い る 国 ご と の 
VMware 認定プロフェッショ
ナル（VCP）取得者数 

 
VCP 2 名 

（レンタル契約のみ） 
VCP 4 名 

（レンタル契約のみ） 

ソリューション コンピテンシー  クラウド プロバイダー コンピテンシー （レンタル契約のみ） 

MSP 契約のトレーニングおよび認定 

ソリューション コンピテンシー  MSP プロバイダー コンピテンシー（MSP のみ） 

技術的な指針 

VMware Cloud Verified  
バッジ 2 

  （レンタル契約のみ） 

マーケティング 

パートナー プロファイル 
およびパートナー一覧 

 

パートナー様の Web サイト
での  VMware のプレゼンス

（ガイドラインを参照） 
「VMware パートナー」ロゴの掲示 

「VMware パートナー」ロゴの
掲示と  VMware サービスの
説明 

1 サービス プロバイダーは、最小ポイント レベルまたは VMware クラウド サービス利用量の増加を望む場合（たとえば、360 ポイント
から 1,800 ポイントの契約への移行、または MSP レベル 1 から MSP レベル 2 への移行など）、いつでもアグリゲータとの間に新しい
レンタル ライセンスまたは MSP 契約を結ぶことができます。サービス プロバイダーは、変更日を開始日として、12 か月間の新しい契約を
締結する必要があります。レンタル ライセンス契約の場合、新しいコミットメント レベルに対応した新しいプロダクト キーと SnS 番号が 
発行されます。サービス プロバイダーは、12 か月の契約期間中に、最小コミットメントを引き下げた新しい契約をアグリゲータと締結することは
できません。 
2 VMware Cloud Verified ロゴをマーケティング キャンペーンやコンテンツの目立つ所に表示すれば、クラウド テクノロジーとサービスの 
基盤が VMware のクラウド インフラストラクチャに基づいていることをアピールできます。  

https://www.vmware.com/jp/partners/service-provider.html?subject=VSSP%2520Agreement
http://www.vmware.com/go/vcp
http://www.vmware.com/go/vcp
http://www.vmware.com/go/competency/cp
https://vcloudvalidation.com/cloud_verified
http://www.vmware.com/jp/partners/directory.html
http://www.vmware.com/company/news/mediaresource/logo_guidelines.html
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プログラムの特典 

VMware パートナー様の成功を支援するために、VMware Cloud Provider Program ではさまざまな特典をご用意しています。 
ご利用いただける特典は、VMware Partner Network プログラムのパートナーシップのタイプとレベルにより異なります。 
 

プログラムの特典 

 プロフェッショナル エンタープライズ プレミア 

ソフトウェア ライセンス、サービス、およびサポート 

VMware アグリゲータを通じた 
VMware 製品のレンタルまたは 
VMware Cloud Services の利用の権限 

 

テクニカル サポート 
レンタル ライセンス契約および VMware クラウド サービス マネージド サービス プロ
バイダー契約に含まれるプロダクション レベルのサポート 

無償提供ライセンス（NFR） 
（レンタル ライセンス契約のみ） 

詳細については、『無償提供
ライセンス（NFR）ポリシー 
ガイド』をご参照ください。 

詳細については、『無償提供
ライセンス（NFR）ポリシー 
ガイド』をご参照ください。 
2 サポート コード/年 

詳細については、『無償提供
ライセンス（NFR）ポリシー 
ガイド』をご参照ください。 
5 サポート コード/年 

デモ/テスト キャパシティ用のサービス 
クレジット（Mobility MSP 契約のみ） 

最大 1,000 米ドル分のサービス クレジットを無料で入手 

クラウド テスト デモンストレーション 
環境 1 

（レンタル ライセンス契約のみ） 

サ ー ビ ス  プ ロ バ イ ダ ー が 
条件に基づいて参加を許可 
された国あたり、100 GB の 
予約 RAM を上限に VMware 
vCloud®  Service Provider 
Bundle を使用可。 

サ ー ビ ス  プ ロ バ イ ダ ー が 
条件に基づいて参加を許可
された国あたり、500 GB の
予約 RAM を上限に VMware 
vCloud®  Service Provider 
Bundle を使用可。 

サ ー ビ ス  プ ロ バ イ ダ ー が 
条件に基づいて参加を許可
された国あたり、2,000 GB の
予約 RAM を上限に VMware 
vCloud®  Service Provider 
Bundle を使用可。 

社内利用ソフトウェア ライセンス
（IUL）2（レンタル ライセンス契約のみ） 

  

サービス プロバイダーによる 
ホステッド型 IT サービスの使用 3 

（レンタル ライセンス契約のみ） 
 

条件に基づいて、月間ポイントの 10 % 以内、 
または 100 ポイント以内（いずれか大きいほう）。 

マーケティング 

VMware パートナー ID とロゴの 
使用：プロフェッショナル、エンター
プライズ、プレミア 

VMware パートナー様は、自社の Web サイト、広告、お客様とのコミュニケーション、
マーケティング資料などに、VMware パートナー ID を掲載することで、VMware との
パートナーシップを宣伝することができます。ブランドとロゴの使用ガイドライン、および
ロゴのファイルは、Partner Central からダウンロードできます。ロゴは .EPS 形式および .GIF 
形式でご用意しています。 

vcloudproviders.vmware.com の 
リストへの登録 

 

プレス リリース サポート 
（レベルのアップグレード） 

 あり 

プレス リリース サポート（VMware 
Cloud Verified および Horizon 
DaaS Powered） 

 
承認されると、VMware からニュース リリース用テンプ
レートが提供されます。 

開発資金（DF）  
承認されたマーケティング 
プ ラ ン に 基 づ い て プ ー ル 
および要求 

承認されたマーケティング 
プ ラ ン に 基 づ い て プ ー ル 
および優先利用 

クラウド クレジット特典パートナー
として登録（オプション）（レンタル 
ライセンス契約のみ） 

   

ソーシャル メディア サポート   

vcloudproviders.vmware.com の 
プレミア リストへの登録 

  

顧客開拓プログラム   

共同のお客様事例/使用事例  年 1 件 

共同の Web キャスト  年 1 件 

http://www.vmware.com/go/nfr
http://www.vmware.com/go/nfr
http://www.vmware.com/go/iul
http://www.vmware.com/go/iul
https://na6.salesforce.com/sfc/#version?selectedDocumentId=069800000000Yg1
https://na6.salesforce.com/sfc/#version?selectedDocumentId=069800000000Yfs
https://na6.salesforce.com/sfc/#version?selectedDocumentId=069800000000Yfs
https://na6.salesforce.com/sfc/#version?selectedDocumentId=069800000000Yg3
http://www.vmware.com/go/mdf
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1 クラウド テスト デモ：優良 VMware サービス プロバイダーは次の条件を満たしている場合に、保有しているライセンスの一部を使用してクラ
ウド テスト デモ環境を構築できます。a）サービス プロバイダーがデモ環境での使用量を本番環境での使用量と区別して報告できるように 
vCloud Usage Meter を構成し、月間使用量をアグリゲータに報告すること。b）環境を同時利用するホスティング顧客のユーザー数が 30 を超えない 
ようにすること。c）サービス プロバイダーはいかなる料金も請求しないこと。d）サービス プロバイダーがホスティング顧客の評価版を請求対象
のサービスに転換した時点、またはホスティング顧客が当該環境の使用またはアクセスを開始した日から 90 日のうち、いずれか早いほうが経過
した時点でデモを終了すること。 
2  IUL は、プラットフォームの管理、DNS、課金、プラットフォームのプロビジョニングなどのバックエンド システムには使用できません。 
3 エンタープライズ レベル以上の優良 VMware サービス プロバイダーが次の条件を満たしていれば、報告対象の月間ポイントの 10 % 以内、
または 100 ポイント以内のいずれか大きいほうを自社での消費として使用できます。a）サービス プロバイダーによるホステッド型 IT サービス
のすべてのポイント利用について、ホスティング顧客レポート プロセスを通じて報告する。b）自社の使用量に対する支払いは、サービス プロバイダー
が第三者に適用するホステッド型 IT サービス使用量の支払いに適用するレートと同じレートを適用する。c）サービス プロバイダーは、ホス
ティング顧客が使用しているのと同じマルチ テナント ホステッド型 IT サービスのみを使用する（シングル テナント環境は使用できません）。 
d）この特典の目的上、サービス プロバイダー自体、サービス プロバイダーの事業部門、親会社、または関連会社は、すべてサービス プロバ
イダーであると見なされる。 

  

教育およびサポート 

VMware 認定プロフェッショナル
（VCP） 

VMware が提供するコースの 20 % 割引（米国のみ）。コースは、VMware Authorized 
Training Center を通じてもご利用いただけます。料金については、トレーニング センターに 
お問い合わせください。 

VMware Sales Professional
（VSP）トレーニングと認定 

オンラインでご利用いただける無償の入門者向けセールス トレーニングです。仮想化の基本と、
VMware のソリューションを新規および既存のお客様に説明する方法について学習します。 

VMware Sales Professional： 
Cloud Provider（VSP-CP） 
トレーニングと認定 

オンラインでご利用いただける無償の入門者向けセールス トレーニングです。パートナー様が
クラウド コンピューティングについてお客様に的確に説明し、販売に直結するセールス 
チャンスを見極めるために役立ちます。 

VMware Operations Professional： 
Cloud Provider（VOP-CP） 
トレーニングと認定 

オンラインでご利用いただける無償のオペレーション トレーニングです。VMware Cloud 
Provider サービス プロバイダー パートナー様が、主要ツールを利用して、サービスの
提供に伴うクラウド サービス運用関連のタスクを管理するために役立ちます。 

VMware Technical Solution 
Professional（VTSP） 
トレーニングと認定 

自分のペースで学習できる、テクニカル プリセールス向けの無償のオンライン認定制度です。
VMware の製品およびソリューションについて、ガイド ツアー、デモ、およびテストを使用して
学習できます。VMware、仮想化、およびクラウド インフラストラクチャのソリューション
を初めて販売する技術担当者を対象としています。 

Partner University でのサービス  
プロバイダー向け学習プログラムの利用 

 

Partner Central 

パートナー様のプログラム、レベル、および役割に合わせてカスタマイズされたコンテンツを
お届けする Web ベースのポータルです。仮想化の営業活動促進に役立つ製品やソリューション
の紹介ページ、キャンペーン、セールス ツール、およびマーケティング ツールをご利用
いただけます。 

Partner Success Center（PSC）
（partnernetwork@vmware.com） 
 

VMware Partner Network プログラムに関するお問い合わせの対応窓口です。パートナー様
との円滑なビジネスを推進する継続的な取り組みの一環として、Partner Success Center 
では、複数言語に対応した 24 時間体制のプログラム サポートをご提供します。VMware 
Cloud Provider Program ライセンス契約に基づいてレンタルされる製品にはプロダク
ション サポートが含まれます。 
 
注：VMware テクニカル サポートには VMware 認定プロフェッショナル（VCP）の方より
お問い合わせいただくことをおすすめします。これによって、インシデントがより効率的に
処理されます。 

アカウント管理 

VMware ビジネス マネージャ 
およびマーケティング マネージャ 

 
VMware により任意に 

割り当てられます。 

http://www.vmware.com/go/vcp
http://www.vmware.com/go/vcp
http://www.vmware.com/go/vsp
http://www.vmware.com/go/vsp
http://www.vmware.com/partners/partners.html?apex/PRMPartnerUnivTab?stURLmLa=https://mylearn.vmware.com/mgrReg/plan.cfm%3Fplan%3D47857%26ui%3Dsso
http://www.vmware.com/partners/partners.html?apex/PRMPartnerUnivTab?stURLmLa=https://mylearn.vmware.com/mgrReg/plan.cfm%3Fplan%3D47857%26ui%3Dsso
http://www.vmware.com/jp/partners.html?apex/PRMPartnerUnivTab?stURLmLa=https://mylearn.vmware.com/mgrReg/plan.cfm?plan=47858&ui=sso
http://www.vmware.com/jp/partners.html?apex/PRMPartnerUnivTab?stURLmLa=https://mylearn.vmware.com/mgrReg/plan.cfm?plan=47858&ui=sso
http://www.vmware.com/go/vtsp
http://www.vmware.com/go/vtsp
http://www.vmware.com/go/partneruniversity
http://www.vmare.com/go/partnercentral
mailto:partnernetwork@vmware.com
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VMware が提供するプロフェッショナル サービス 

VMware の専門知識をご活用ください。運用開始までの時間を短縮し、リスクを最小化し、VMware への投資から期待したビジネス成果
を得るために、VMware が戦略から実装、最適化までのお手伝いをします。豊富な専門知識を利用して、レガシーから最新テクノロジーの
ソリューションへの進化を促進し、今日の複雑なデジタル市場で優位に立てるようにします。VMware Cloud Provider Program を 
通じて利用できるプロフェッショナル サービスには、テクニカル アカウント マネージャ（TAM）サービスのほか、ジャンプスタート、
テクノロジー エンゲージメント、データセンターの設計と最適化などのサービス、Extended Support（拡張サポート）と Enhanced 
Support（強化サポート）を含む GSS サポート サービスがあります。利用可能なサービスの詳細については、Partner Central をご覧
ください。

  

https://vmware.my.salesforce.com/apex/PCHome?name=ServPro&language=en
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Partner Central 関連の役立つリンク 

Advantage+ www.vmware.com/go/adplus 

クラウド サービス www.vmware.com/go/partnercentral/sdp 

開発資金プログラム（旧称 MDF） www.vmware.com/go/devfunds 

Enterprise License Agreement（ELA）希望価格設定プログラム www.vmware.com/go/ela 

Enterprise Purchasing Program（EPP） www.vmware.com/epp 

社内利用ライセンス（IUL） www.vmware.com/go/iul 

リード共有プログラム www.vmware.com/go/marketingacademy 

マーケティング アカデミー www.vmware.com/go/leads 

無償提供ライセンス（NFR） www.vmware.com/go/nfr 

Partner Central www.vmware.com/go/partnercentral 

Partner Link www.vmware.com/go/partnerlink 

VMware Partner 一覧 www.vmware.com/go/jp_partner 

パートナー マーケティング部門 www.vmware.com/go/marketingbureau 

Partner Support Center www.vmware.com/go/partnersupportcenter 

パートナー テクニカル サポート www.vmware.com/go/techsupport 

Partner University www.vmware.com/go/partneruniversity 

パートナー テクニカル サポート www.vmware.com/go/techsupport 

Premier Rewards www.vmware.com/go/premierrewards 

キャンペーン www.vmware.com/go/promotions 

更新 www.vmware.com/go/renewals 

Sales Rewards（認定セールス プロフェッショナルの個人向け 
インセンティブ プログラム） 

www.vmware.com/go/salesrewards 

ソリューション コンピテンシー www.vmware.com/go/solutioncompetencies 

Solution Enablement Toolkits（SETs） www.vmware.com/go/SET 

Solution Rewards www.vmware.com/go/solutionrewards 

Specializations www.vmware.com/go/specializations 

Twitter Twitter.com/vmwarepartners 

vmLIVE のスケジュール www.vmware.com/go/vmlive 

VMware のブログ Blogs.vmware.com/partner 

VMware Grid www.vmwaregrid.com 

VMware 認定プロフェッショナル（VCP） www.vmware.com/go/vcp 

VMware Purchasing Program（VPP） www.vmware.com/go/vpp 

VMware Sales Professional（VSP） www.vmware.com/go/vsp 

VMware テクニカル ソリューション プロフェッショナル（VTSP） www.vmware.com/go/vtsp 

VSP Boot Camp（旧称ソリューション トラック） www.vmware.com/go/vspbootcamp 

Website-in-a-Box www.vmware.com/go/websiteinabox 

 

  

http://www.vmware.com/go/adplus
http://www.vmware.com/go/partnercentral/sdp
http://www.vmware.com/go/devfunds
http://www.vmware.com/go/ela
http://www.vmware.com/epp
http://www.vmware.com/go/iul
http://www.vmware.com/go/marketingacademy
http://www.vmware.com/go/leads
http://www.vmware.com/go/nfr
https://www.vmware.com/jp/partners.html
http://www.vmware.com/go/partnerlink
http://www.vmware.com/jp/partners/directory.html
http://www.vmware.com/go/marketingbureau
http://www.vmware.com/go/partnersupportcenter
http://www.vmware.com/go/techsupport
http://www.vmware.com/go/partneruniversity
http://www.vmware.com/go/techsupport
http://www.vmware.com/go/premierrewards
http://www.vmware.com/go/promotions
http://www.vmware.com/go/renewals
http://www.vmware.com/go/salesrewards
http://www.vmware.com/go/solutioncompetencies
http://www.vmware.com/go/SET
file://http:/www.vmware.com/go/solutionrewards
http://www.vmware.com/go/specializations
http://twitter.com/vmware_partners
http://www.vmware.com/go/vmlive
http://blogs.vmware.com/partner
http://www.vmwaregrid.com/
http://www.vmware.com/go/vcp
http://www.vmware.com/go/vpp
http://www.vmware.com/go/vsp
http://www.vmware.com/go/vtsp
http://www.vmware.com/go/vspbootcamp
http://www.vmware.com/go/websiteinabox
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付録：運用情報 

固有のパートナー ID 番号 

プログラムへの登録が承認されると、その国ごとの各 VMware 
パートナー様に固有のパートナー ID 番号が割り当てられます。
この VMware パートナー ID は、案件の登録や社内利用ライ
センス（IUL）を含め、すべてのオーダーの際に必要となります。
VMware パートナー ID は、適切な割引を適用する場合や、特定の
プログラム特典（開発資金プログラムなど）の適用時に特典を
計算する場合に参照されます。 

サービス ID（SID）  

同じ日に期限切れとなる関連サービスのグループに固有の ID。
グループ化するには、「アドオン」製品を購入し、既存の SID に
割り当てます。アドオンの購入を最初の購入と同じグループに
まとめることで、サービス コンポーネントを統合し、請求を集約
して、関連項目の契約満了日を調整することができます。 

アカデミック インストール 

レンタル ライセンス契約を結んでいるサービス プロバイダーは、
教育機関を対象に VMware 製品をインストールおよび運用でき
ます。VMware Cloud Provider Program では、特定のアカデ
ミック SKU は現在提供されていません。教育機関向けのご利用に
ついては、VMware ビジネス開発マネージャまたは VMware 
Cloud Provider Program Office にお問い合わせください。 

米国政府への販売 

VMware Cloud Provider Program は、レンタル ライセンス
契約を有するサービス プロバイダーが VMware 連邦ライセンス 
キーを用いて米国連邦政府市場への販売を行うことを可能に
します。この連邦ライセンス キーは、米国連邦政府のニーズの
対応に役立つ VMware 製品のために米国ベースのサポートを
提供します。プログラム要件を満たしているレンタル ライセンス
契約を有し、現在 VMware Partner Network に登録しており、
さらに米国連邦政府市場を理解していることを実証済みである
すべてのサービス プロバイダーは、連邦ライセンス キーを取得
する資格を有します。 

サービス プロバイダーがホステッド型 IT サービスを米国連邦
政府エンド顧客に提供するために非連邦ライセンス キーを使用
する場合は、サービス プロバイダーは、米国ベースのサポート 
サービス、または米国連邦政府のニーズへの対応を意図する 
VMware 連邦ライセンス キーによって提供される他のあらゆる
機能を受けるいかなる権利または能力を放棄することを明示的に
認め、それに合意する点にご注意ください。さらに、サービス プロ
バイダーが米国連邦政府エンド顧客へのサービスの提供および
運用のために商業 VMware 製品を使用する場合には、サービス 
プロバイダーは、Federal SKU Exception Form（連邦 SKU 
例外書式）に記入し、それを govskuexception@vmware.com 
まで電子メールで送信しなければなりません。 

 

 
免責事項：VMware は、VMware 製品、またはサービス プロ
バイダーが提供するサービスの一環としてのその使用が、
第 508 項を含むがこれに限定されない連邦規制に準拠する
ことを明示的に否認します。アグリゲータを通してサービス 
プロバイダー用に注文される連邦ライセンスは、以下に提供
される保証を含みます。 

http://www.vmware.com/jp/solutions/industry/government/
warranty.html  

連邦ライセンス キーに伴い提供される保証は、その VMware 
製品のみのために提供されるもので、サービス プロバイダーに
よって米国連邦政府エンド ユーザーまたはその他の政府機関に
提供されるあらゆるサービスには及びません。 

米国政府報告 

サービス プロバイダーが州、地方自治体および教育機関（以下
「SLED」）用に商業用 VMware 製品を使用するか連邦ライ

セ ン ス  キ ー を 使 用 す る か に 関 わ ら ず 、 VMware Cloud 
Provider に基づくホステッド型 IT サービスまたはマネージド 
サービスをエンド  ユーザーとしての米国連邦政府または 
SLED 機関に提供するサービス プロバイダーは、VMware Cloud 
Provider Program を通じて消費されるすべての VMware 
製品に関して必要とされる製品使用レポートに加え、政府エンド 
ユーザー取引（エンド ユーザーの名称を含みます）を別個に月
単位で VMware アグリゲータに報告しなければなりません。 

米国政府エンド ユーザーは以下のとおり定義されます: 

• すべての米国連邦政府（行政、立法、または司法）機関、
局、省庁、委員会、理事会、オフィス、もしくは評議会 

• すべての米国部族政府機関および国家  

• す べ て の 米 国 連 邦 政 府 資 金 に よ る 研 究 開 発 セ ン タ ー
（FFRDC） 

• 地方自治体および教育機関：すべての連邦および地方政府
機関、K-12 教育機関、および高等教育機関 

サービス プロバイダーが米国政府エンド ユーザーにホステッド型 
IT サービスを共用プラットフォームで配信する場合、VMware は
これをマルチテナントとみなします。したがって、VMware 製品
は vCloud Cloud Provider Program を通してのみ使用可能で
あり、他のいかなる VMware ライセンスの下に使用することも
できません。 

VMware Cloud Provider Program に適用されるすべての報告
要件は、VMware vCloud Usage Meter の使用を含むものの
それらに限定されず、米国政府エンド ユーザーに適用されます。 

米国政府エンド ユーザーの使用に関する報告は、アグリゲータに
提供される商業用エンド ユーザーの使用報告から完全に分離され
なければなりません。 

mailto:govskuexception@vmware.com
http://www.vmware.com/jp/solutions/industry/government/warranty.html
http://www.vmware.com/jp/solutions/industry/government/warranty.html
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米国連邦サポート 

連邦ライセンス キーを使用するレンタル ライセンス契約を有する
サービス プロバイダーが、米国内の米国市民としてのサポート
を受けることを徹底するためには、サービス プロバイダーは 
VMware の米国連邦サポート専用電話番号（1-877-869-2730 
または 1-650-846-2060）に、連邦ライセンス キーに関連する
ライセンシングまたはテクニカル サポートの問題についての
支援を得るために電話で問い合わせる必要があります。サービス
プロバイダーが、あらゆるタイプの政府の許可を受けた担当者と
話す必要のある場合には、通話の冒頭にその旨を担当者に即時に
伝えなければなりません。 

連邦ライセンス キーには米国サポートとサブスクリプションが
含まれているため、追加のサポート契約は必要ありません。
VMware 米国連邦テクニカル サポートは、米国連邦政府エンド 
ユーザーの代理として電話をする VMware サービス プロバイ
ダーに提供されます。したがって、物理的に米国内に所在する
米国市民である VMware テクニカル サポート エンジニアへの
アクセスが提供されます。 

前述の電話番号は、連邦ライセンス キーを購入し、連邦政府 
エンド ユーザーのために VMware サポートを要請するサービス 
プロバイダー専用の番号です。VMware は、いかなる無許可の
ユーザーへのサービスを拒否し、ユーザーをテクニカル サポートを
受けるための標準 VMware 連絡ルートに送り返します。  

VMware は、インターネットを通じて提出されたサポート要請が
米国内の米国市民に割り振られることを保証することはでき
ません。サポート要請はすべて、インターネット上で提出せず、 
代わりに米国連邦サポート専用電話番号に電話で提出してくだ
さい。 

詳細については、以下をご参照ください。
http://www.vmware.com/support/services/usfedsupport.html 

 

 

 

http://www.vmware.com/support/services/usfedsupport.html
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レンタル ライセンス モデルの概要
次の図は、無期限ライセンス EULA で許可される VMware ソフトウェアの使用と、VMware Cloud Provider Program の
メンバーのみに提供される EULA の修正を必要とする使用を示します。VMware Cloud Provider Program による修正は、
VMware ソフトウェアの「レンタル」または「ホスティング」を行うために必要です。これには、パートナー様のホスト型のプラット 
フォームの、管理を含むすべての要素が含まれます。この修正は、VMware ソフトウェア（仮想マシンまたは仮想化レイヤーを
含む）へのアクセスがサード パーティに提供される場合に必要となります。「サード パーティ」とは、お客様の関連会社（VMware 
エンド ユーザー使用許諾契約書の定義による）、部門、部署、ビジネス グループのいずれでもない事業体です。明確にするために
記すと、Cloud Provider Program Guide で許可されている場合を除いて、VMware Cloud Provider Program で取得したライ
センスは、社内用途向けに使用またはインストールすることはできません。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SaaS は、アプリケーション提供モデルの一種です。このモデルでは、お客様が VMware ソフトウェアを使用してホスティング
および提供するアプリケーションに、サード パーティがアクセスして使用します。SaaS サービスを提供しているソフトウェア 
ベンダー（ISV）が、アプリケーションを自社で開発し、アプリケーションに関する知的財産権を所有している場合は、VMware 
ソフトウェアの無期限ライセンスが一般的には適切です。『Product Guide』の vSphere に関する注意事項を参照して、「自社開発
アプリケーション」の例外が当てはまることを確認してください。SaaS サービスを提供しているお客様がソフトウェア自体を開発
していない場合は、VMware Cloud Provider Program ライセンスを使用する必要があります。ISV は無期限ライセンスを使用して
自社開発したアプリケーションを SaaS サービスとして提供できますが、VMware Cloud Provider Program で入手した 
VMware ソフトウェアのライセンスを使用することもできます。 

例： 

• ABC 社が自社で開発したアプリケーションを、VMware vSphere を使用して SaaS 環境にセットアップする場合、自社開発 
アプリケーションの基準が満たされるなら、vSphere の無期限ライセンスが適切です。 

• ABC 社が開発したアプリケーションを、サービス プロバイダーの XYZ 社がホスティングする場合、アプリケーションへの
変更の有無にかかわらず、自社開発アプリケーションの基準が満たされないため、サービス プロバイダーの XYZ 社は、VMware 
Cloud Provider Program を通じて VMware ライセンスを取得する必要があります。 

VMware Cloud Provider Program パートナー様が社内 IT 運用をサポートするためには、無期限または OEM ライセンス キーを
使用する必要があります。社内 IT 運用とは、パートナー様のホスティング環境に直接または補助的方法で接続されていない
パートナー様のシステムだけをサポートする IT 機能を指します。さらに、無期限および OEM ライセンスは、VMware または提携
関係のないサード パーティのソフトウェアを使用するホスティング環境の管理に関連して使用することはできません。無期限 
ライセンス キーを持つホスト上で動作する仮想マシンは、vCloud Usage Meter でタグ付けする必要があり、VMware Cloud 
Provider Program での請求対象とは見なされません。 

サード パーティによる利用、または
サード パーティの代理運用のサービス
を何らかの形で提供していますか？ 

自社で独自に開発したアプリケー
ションの利用をサード パーティに
許可していますか？ 

サードパーティ ホスティング 

VMware Cloud Provider 

Program に登録します。登録に
ついては、アグリゲータにお問い
合わせください。 

 

従来型の仮想化 

・無期限ライセンスを使用 

・現在、EULA により許可 

 

SaaS 

・無期限ライセンスを使用 

・現在、『Product Guide for vSphere』に
よって修正された EULA で許可 

いいえ はい 

い
い

え
 

は
い
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MSP モデルの概要 
次の図は、標準のサービス利用規約で許可される VMware Cloud Services（以下「サービス」）の使用と、VMware Cloud Provider 
Program のメンバーに対してマネージド サービス プロバイダー（MSP）モデルに基づいて提供されるサービス利用規約の修正
が必要な使用を示します。サービス（インフラストラクチャ レイヤーや管理機能など）へのアクセスをサード パーティに 
提供する商用サービスの場合は、VMware Cloud Provider Program に基づく MSP モデルを通じてクラウド サービスを取得する
必要があります。「サード パーティ」とは、お客様（またはお客様の部門、部署、ビジネス グループ）以外の個人または事業体を 
指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

顧客がサービスに何らかの方法で 
アクセスする形で、商用サービスを 
提供またはサポートしますか？ 

 

vCAN-MSP を使用（パートナー様
の商用サービスの利用規約はパート
ナー様と顧客の間で決定） 

サ ブ ス ク リ プ シ ョ ン ま た は 

SPP/HPP クレジットの直接購入
は使用不可 

 

 

 

 

 

 

 
vCAN-MSP を 使 用 （ パ ー ト 
ナー様の商用サービスの利用規約は
パートナー様と顧客の間で決定） 

または 

直 接 ま た は  SPP/HPP ク レ 
ジットを通じて購入したサブスク
リプションを自社消費用に利用 
してサービスを提供（パートナー
様の商用サービスの利用規約は
パートナー様と顧客の間で決定） 

 

 

サービスを顧客に対して、顧客自身の
使用のために（単独で、または追加 
サ ービ ス と 組 み 合わ せ て ） 販 売 
しますか？ 

 

ソ リ ュ ー シ ョ ン  プ ロ バ イ ダ ー  

プログラムを使用して、サブスク
リプション、SPP クレジット、 

または HPP クレジットを顧客に
販売 

（サービスの利用規約は VMware 

と顧客の間で決定） 

 

 

顧客がサービスにいっさいアクセス 
しない形で、商用サービスを提 供 
またはサポートしますか？ 

いいえ 

は
い

 

いいえ 

は
い

 

は
い

 

http://www.vmware.com/
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