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My VMware 
パートナー向け FAQ

概要
Q.  My VMware によって、パートナーにどのような影響が発生しますか

A.  My VMwareでは、マニュアルまたは EDIで発注書を発行する

場合に必要な作業が、パートナーの種類に応じて異なることが

あります。特に、既存のお客様による発注には、EA（エンタイト

ルメント アカウント）番号が必要になります。また、ライセンス

やサポート情報の表示、および EA 内でのこれらの情報の管理

方法も変わります。お客様のエンタイトルメント アカウント

を管理する場合は、特定の権限が必要になることがあります。

パートナーがお客様の代理として活動するには、お客様にこれ

らの権限を割り当てていただく必要があります。

 詳細については、お客様向けの FAQ を参照してください。

Q.  Partner Central から My VMware にログインできますか

A.  現時点ではできません。My VMware は多数の既存ポータルを

統合していますが、Partner Central については、統合や置き

換えはしていません。My VMwareは独立したポータルであり、

別途ログインが必要です。

スーパー ユーザー ロール
Q.  お客様のライセンスを管理していますが、スーパー ユーザーの

権限が必要ですか

A.  いいえ、通常スーパー ユーザーになるのはお客様です。パート

ナーの権限レベルは、お客様から割り当てられます。スーパー 

ユーザーになることを希望する場合は、権限を割り当てていた

だくようお客様に直接依頼してください。また、すべての権限

と機能をパートナー企業に移行してパートナーをスーパー ユー

ザーとして指定することは、特定の法的な責任がパートナーに

委譲される可能性があるため、お客様にその旨を確認してくだ

さい。

Q.  お客様のエンタイトルメント アカウントでスーパー ユーザー

として表示されていますが、心当たりがありません。どうした

らよいでしょうか

A.  VMware のパートナー サポート センターにお問い合わせくだ

さい。

サポート
Q.  自社のサポート コードがツールに表示されないのはなぜですか

A.  パートナーのサポート コードはプログラム レベルに基づいて

提供されており、ライセンスには直接関連していません。した

がって、サポート コードはこれまでと同様に Partner Central 

にあり、My VMware では確認できません。

Q.  お客様が OEM ライセンスに関するサポートを確認できないの

はなぜですか

A.  My VMware では OEM ライセンスに関するサポートの表示ま

たは取得の手順を現行のまま変更していません。特定の OEM 

パートナーは認定サポート プロバイダとして、お客様に対して

レベル 1 およびレベル 2 のサポートを提供します。したがって、

サポートはこのポータル内のライセンスに関連付けられていな

いため、ポータルに表示されません。

NFR （Not for Resale： 非売品）
Q.  NFR ライセンスのサポートはどのようにリクエストしたら 

よいですか

A.  パートナーのレベルによって異なりますが、これまでと同様、

ほとんどの NFRライセンスにはサブスクリプションが付与さ

れております。NFRライセンスのサポートをリクエストする

場合は、サブスクリプションのサポートコードを使用します。

Partner Central でサポートコードを参照していただくか、

パートナー サポート センターにお問い合わせください。

Q.  NFR ライセンスの更新方法を教えてください

A.  NFR ライセンスの更新方法はこれまでと同じです。パートナー 

プログラム契約を更新すると、毎年更新されます。パートナー

プログラムに関するご質問は、パートナー サポート センター

にお問い合わせください。

Q.  有効期限が切れた古い NFR ライセンスが現在も表示されるの

はどうしてですか

A.  古いバージョンのライセンスを使用していない場合は、パート

ナー サポート センターに連絡して、エンタイトルメント アカ

ウントからそれらを削除するよう依頼してください。

評価版
Q.  パートナー用の評価ライセンスがこのツールに表示されないの

はなぜですか。お客様用評価ライセンスは表示されますが、 

パートナー用評価ライセンスは表示されません。なぜこのよう

な違いがあるのでしょうか

A.  VMware はパートナー固有の評価ライセンスを発行するため

に独立したプロセスを利用しています。このプロセスは現在 

My VMware ポータルにリンクされていません。

 ただし、www.vmware.com/jp から直接ダウンロードされた

お客様用評価ライセンスは、My VMware に表示されます。
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EA （エンタイトルメント アカウント） 番号
Q.  お客様は EA 番号を複数持つことができますか

A.  はい、できます。お客様は、複数の EA が割り当てられる可能

性があります。また、複数の EA をリクエストすることもでき

ます。My VMware への変換処理において、お客様は複数の

EA 番号が自動的に割り当てられることがあります。EA 番号

を統合する場合、または EA 番号の追加が必要な場合は、

VMware にお問い合わせください。

 EA は最上位のアカウントです。複数の EA を持つお客様には

スーパー ユーザーも複数設定され、それぞれのスーパー ユーザー

は固有の EA 番号に関連付けられた情報のみを管理できます。

 新規のお客様の場合は、初回の発注プロセスで新規の EA 番号

が作成されます。特にリクエストがないかぎり、以降のすべて

の発注はこの EA に割り当てられます。

Q.  EA 番号を指定しないで発注すると、どのようになりますか

A.  既存のお客様の場合、My VMware を使用してライセンスに 

アクセスできるようにするには、お客様の EA 番号を検索して、

発注書に記入することが重要です。既存のお客様の発注書に 

EA を指定しなかった場合、発注プロセスで遅延が生じること

があります。または、新しい EA 番号が誤って作成され、それ

によってさらなる遅延が発生することがあります。このような

遅延を避けるため、既存のお客様の場合は、すべての発注に対

して EA 番号を指定するようにしてください。

 新規のお客様には、発注プロセスで EA 番号が割り当てられます。

Q.  お客様の EA 番号が不明な場合は、どこで検索したらよいですか

A.  既存のお客様の EA 番号は、Partner Central にある新しい 

「EA Lookup Tool（エンタイトルメント アカウント検索ツール）」 

（近日運用開始予定） を使用して検索できます。

Q.  お客様に誤って EA番号が複数割り当てられている場合、どの

ように修正したらよいですか

A.  EA の統合または削除については、VMware の担当者または

パートナー サポート センターにお問い合わせください。

EA 番号： リセラー
Q.  リセラー パートナーが ディストリビュータへの発注書に EA 

番号を記入しなかった場合、どのようになりますか

A.  新規のお客様の発注書の場合、お客様にまだ EA 番号が割り当

てられていないため、発注プロセスで EA 番号が作成されます。

既存のお客様の発注書に EA番号を記入しなかった場合、ディス

トリビュータの判断によってその発注書が受け付けられないか、

または発注書の処理が遅れることがあります。

Q.  お客様の EA 番号が指定されていない場合に、リセラー パー

トナーが EA 番号を検索する方法を教えてください。

A.  お客様の EA 番号を検索するには、Partner Central で利用 

可能なオンラインの 「EA Lookup Tool」 を使用してください。 

お客様に EA 番号が複数ある場合は、お客様に問い合わせいた

だき、使用する EA 番号を確認してください。

EA 番号： ディストリビュータ
Q.  VMware への発注書に、ディストリビュータ パートナーが 

EA 番号を記入しなかった場合は、どのようになりますか

A.  新規のお客様の発注書の場合、発注プロセスで EA 番号が作成

されます。既存のお客様の発注書の場合は、EA を記入する必

要があります。既存のお客様の発注書に EA を指定しなかった

場合、発注プロセスで遅延が生じることがあります。または、

新しい EA 番号が誤って作成され、それによってさらなる遅延

が発生する場合があります。

Q.  お客様の EA 番号が指定されていない場合に、ディストリ

ビュータ パートナーが EA 番号を検索する方法を教えてくだ

さい。

A.  Partner Centralで「EA Lookup Tool」を使用できます。複数

の EAから選択する必要がある場合は、詳細についてリセラー  

パートナーにお問い合わせください。

ライセンスの種類
Q.  ライセンスの種類 （VSPP、OEM、NFR、社内使用） をどのよ

うに識別できますか 

A.  My VMwareでは、お客様の組織構造にあわせて、ライセンスを

管理および設定できます。My VMware の新しいフォルダ管理

機能を利用すると、発注番号、名前、ライセンスの種類、または

選択した指定内容に基づいて、製品の識別やグループ化が可能 

です。ポータルに表示されたライセンス情報は、変更すること

ができます。

更新
Q.  お客様は、ライセンスの更新時に別のパートナーを選択できま

すか

A.  はい、選択できます。My VMwareではこのプロセスを変更して

いません。お客様は更新プロセスで、現行のパートナーで更新 

するか、別のパートナーを選択するかを決めることができます。
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Q.  お客様のライセンスを更新する必要がありますが、My VMware 

と Renewals Central のどちらを使用したらよいですか

A.  パートナーの場合、お客様のライセンスの更新プロセスは変わ

りません。引き続き Renewals Central を使用してください。

My VMware で実行できるのは、お客様がパートナーを選択 

して、更新をリクエストする場合のみです。リクエストは 

VMware の更新チームに転送され、そこから該当するパート

ナーに転送されて Renewals Central で処理されます （現在日

本で Renewals Centralをご利用いただけるのは、ディストリ

ビュータ パートナー様のみとなっております）。

Q.  お客様が My VMware を使用して更新見積もりのリクエスト

を送信した場合、この見積もりは誰に送信されますか 

A.  見積もりが作成されると、お客様が選択したパートナーの 

Renewals Central アカウントに見積もりが転送されます。

パートナーは通知を受信したら、お客様に連絡して更新内容を

提示します （現在日本で Renewals Central をご利用いただ 

けるのは、ディストリビュータ パートナー様のみとなっており

ます）。

Q.  IUL （社内使用） ライセンスの更新方法を教えてください 

A.  IUL の更新プロセスは変更されていません。Renewals 

Central にアクセスして、更新してください （現在日本で

Renewals Central をご利用いただけるのは、ディストリ

ビュータ パートナー様のみとなっております）。

OEM
Q.  OEM パートナーのお客様がライセンスを入手する方法を教え

てください

A.  OEM のお客様が PAC （Partner Activation Code） ライセンス

を入手するプロセスについては、次の 1 点のみ変更されてい 

ます。ライセンスを入手する手順において、お客様はドロップ

ダウン メニューから適切な EA 番号を選択するように要求さ

れます。個人および企業が複数の EA 番号を持つことは可能で

すが、1 つのライセンスにつき選択できる EA 番号は 1 つのみ

です。EA 番号が選択されない場合は、お客様が新しい EA を

リクエストしたとみなされます。選択できる EA 番号がない場

合は、新規のお客様である可能性が高いため、VMware は EA 

を自動的に作成します。ただし、既存の EA 番号があるにもか

かわらず、その EA 番号が表示されない場合は、VMware の

カスタマー サービスにお問い合わせください。

Q.  OEM からお客様用に購入したライセンスを更新するにはどの

ようにしたらよいですか

A.  パートナーが、ディストリビュータからでなく OEM からライ

センスを購入した場合は、パートナーまたはお客様が OEM と

直接やり取りしてライセンスを更新する必要があります。

Q.  OEM ライセンスに関する更新アラートが表示されないのはな

ぜですか

A.  更新はお客様と OEM の関係によるため、特定の OEM が販売

したライセンスについては、更新アラートがお客様に表示され

ません。

Q.  お客様の OEM ライセンスを表示するにはどのようにしたよい

ですか

A.  ライセンスは EA 内のフォルダに契約番号別に格納されます。

OEM パートナーがこれらを参照できるようになるためには、

お客様に必要な権限を設定いただく必要があります

VSPP
Q.  VSPP パートナーは、レンタル ライセンスおよびサポートの

情報を表示できますか

A.  はい、できます。レンタル ライセンスは EA 内のホーム フォ

ルダに格納されています。レンタル ライセンスの発注番号と 

指定された発注番号を比較して、レンタル ライセンスを特定し

てください。容易に識別できるように、必要に応じて新しいフォ

ルダを作成し、フォルダ名を変更することを推奨します。すべ

てのレンタル ライセンスで完全なプロダクション サポートを

利用できます。サポート リクエストは既存のプロセスを使用し

て発行できます。

パートナー サポート センター
E メール： Partnernetwork@vmware.com

電話番号：

米国： +1-650-427-7550

ヨーロッパ：

アイルランド： +353-21-4660200

フランス： +33-1-4762-8020

スペイン： +34-91-412-5050

アジア太平洋地域： 

中国： +86-10-5993-4438

オーストラリア： +61-2-9293-5606

インド： +91-80-391-42110

ドイツ： +49-89-3706-17005

イタリア： +39-02-3041-2755

英国： +44-12764-14455

日本： +81-3-4334-5606

シンガポール： +65-650-12177
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