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世界の動向

組織におけるアプリケーション
マーケットプレースの利用は

29% から 75%に

2 年のうちに

増加します



ビジネスユーザーはセルフサービスで導入したいが、
同時に IT 管理者の専門性とサポートにも期待している

顧客がマーケットプレースを
利用する理由

Source: Embrace A Business Application Marketplace To Drive Business Results

ビジネスリーダーはアプリの選定に疲れており、
IT 部門をプロセスに入れたいと思っている割合が
42% から 55% に増加している。

一方、セルフサービスも重要であり、マーケット
プレースでアプリの調査、展開、管理をしたい割合

も 79% から 85% に増加している。



より多くの
選択肢

簡単に体験 調達の単純化 管理の柔軟性 つながり
続ける



世界最大のパートナーネットワークが贈る、急成長するカタログオファー

8,000 以上のリスティング (毎月 200 以上の新規オファーが登録)

Azure の半製品とソフトウェアソリューションの完全パッケージ (Azure Marketplace)
業種フォーカスの業務アプリと生産性アプリ(AppSource)

マイクロソフト クラウド プラットフォーム上に構築された、あらゆるクラウドソリューション (Azure Marketplace)
Azure、Dynamics 365、Office365、Power BI 向けに構築されたソリューション (AppSource)

30万社以上のパートナーエコシステム

グローバルなカタログ (141 の国と地域で利用可能)



ビジネスユーザーと IT 管理者/クラウド開発者の両方向けのソリューションは両方のストアに掲載可能です。

お客様が業界をリードするクラウドソリューションを検索、体験、購入/展開できる

マイクロソフト クラウド マーケットプレース

Azure Marketplace
クラウド開発者 & IT 管理者

AppSource
ビジネスユーザー



マイクロソフト クラウド マーケットプレース

Azure Marketplace AppSource

対象者 IT 管理者およびクラウド開発者 ビジネスユーザー

掲載内容
Azure の半製品、ソフトウェアソリュー
ションの完全パッケージ、コンサルティング
サービス

業種フォーカスの業務アプリと生産性アプリ、
およびコンサルティングサービス

購入方法 直接販売、およびパートナーを通じた販売 パートナーを通じた販売

展開方法
ソリューションを素早く信頼できる方法で
プロビジョニング

すぐにインストールして開始が可能

体験の方法
Azure とパートナーのアプリ/ソリューション
のテストドライブと体験版

Power BI、Dynamics 365、Office 365と
パートナーのアプリのテストドライブと体験版

ビジネスユーザーと IT 管理者/クラウド開発者の両方向けのソリューションは両方のストアに掲載可能です。



必要なクラウドソフトウェアを発見、体験、展開しよう



OS

セキュリティ、ID、
ネットワーク

データ + 分析

ストレージ、バック
アップ、災害対策

DevOps、
管理、コンテナー

コンサル サービス
Blue GraniteWipro Unify CloudXcent Bright WolfDecisive Data Dynamics Edge ConvergenceVNB Consulting

GitHubBitnami DockerChef MesosphereJenkins Puppet TerraformOpenShift

NetAppCloudEndure DellEMCCommVault VeeamSoftNAS Veritas HPEZerto

HortonworksCloudera ElasticDatastax QuboleInformatica Splunk TeradataTableau

CitrixAqua Check PointBarracuda F5Cisco Fortinet SophosPalo Alto Networks

SuseCentOS RedHatDebian Ubuntu



すでに利用している製品上で動作する、業種向けのソリューションを入手しよう



SaaS

Office 365

Dynamics 365

Power BI

コンサル サービス

Trello

Tribridge

Slalom

Clincial Analytics

Zendesk

Obvience

Arbela

BC Platforms

Pickit

Insights

Insightly

Evernote

CaféX

Advaiya

Evernote

Prevedere

Acumatica

Zoho

Yesware

Versium Analytics

Webtrends

iCertis

Spadeworx

Office365Mon

CGI

Wipro

Qorus

Pro RM

Sikich

Nintex

ClickDimensions

Temenos

BioCatch

DocuSign

Edgewater

HubSpot

Asana

CloudFronts

Avepoint

Pros

Catapult

Boomerang

Adobe

AFS

Plexure

Accelo

Dell EMC



対象者

ソリューションの種類

コンサルティングサービス

製品との統合方法

パブリッシャーの選択肢

IT 管理者およびクラウド開発者

Azure の半製品、ソフトウェア
ソリューションの完全パッケージ

Azure

Azure 管理ポータル

リスティング、体験版、販売

ビジネスユーザー

業種フォーカスの業務アプリと
生産性アプリ

Power BI、Dynamics 365

Dynamics 365, Office 365, 
Office クライアントアプリ, Power BI

リスティング、体験版

顧客へのリーチ
お客様が業界をリードするクラウドソリューションを検索、体験、購入/展開できる

Azure Marketplace AppSource

ビジネスユーザーと IT 管理者/クラウド開発者の両方向けのソリューションは両方のストアに掲載可能です。

パブリッシャーの管理画面 Cloud Partner Portal



パートナーのニーズに合わせた公開オプション
ソリューションの販売方法に適した最善の公開オプションを選択できます (登録/認定は無料)

リスティング 体験版 販売

CSP パートナーが自社のソリューションを世界規模のリーチとスケールで販売するためのオプション

✓ リリース済みの製品やサービスであること

✓ Azure, Office 365, Dynamics365, または
Power BI のアドオンであること

✓ リード管理をすること

✓ 開発不要

[問い合わせ]から以下のリード生成

• IaaS ソリューション

• SaaS, PaaS, または何らかの-aaS

• ビジネスアプリケーション

• コンサルティングサービス

• 統合ソリューション

[体験版] からパートナーサイトに移動

• 試用版から購入できるアカウント

• ガイドによる体験エクスペリエンス

• テストドライブ

[体験版]から下記のアドオンを入手: 

• Office365, Dynamics365, Power BI

[今すぐ入手する]で購入して Azure に展開:

• 仮想マシン

• Azure アプリ: マネージドアプリとソリューションテンプ
レート

• Kubernetes と IOT Edge コンテナー

• SaaS アプリ

✓ Azure Active Directory による認証が、無
料体験版に必要

✓ アドインは製品認定が必要

✓ 仮想マシンや Azure アプリは時間/コアごとの従量
課金 (MSの手数料20%)、またはライセンス持ち
込み、または無料のいずれかのオプション

✓ SaaSプランはサブスクリプション API とランディング
ページが必要、月額固定価格

✓ プライベートオファー可能

✓ Azure は製品認定が必要



仮想マシン Azure
アプリ

(複数VM)

コンテナー
イメージ

コンサル
サービス

SaaS
アプリ

Dynamics
365

Office 365 PowerBI
(apps / visuals)

リスティング ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

体験版 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

販売 ✓ ✓ ✓ ✓

Azure Marketplace – クラウド開発者と IT管理者

AppSource – ビジネスユーザー

AppSourceAzure Marketplace 両方✓ ✓ ✓



クラウドマーケットプレースのオファーとアセット

オファーの種類
マーケティング

アセット
リード管理 法的文書 サポート 技術アセット 技術要件

仮想マシン

画像/アイコン

説明

分類/SEO

ドキュメント

(動画または文書)

提供されたリードの
管理方法を選択:

Blob Storage

Table Storage

Dynamics CRM 
Online

HTTPS endpoint

Marketo

Salesforce

プライバシー
ポリシー

利用条件

技術コンタクト

顧客サポート

サポート URL

• 仮想ハードディスク (VHD) • Hyper-V 互換

Azure アプリ

(複数仮想マシン)

• ARM テンプレート

• UI 定義ファイル

• リソース (ライブラリ、
スクリプト、ランタイム)

• IaaS Azure コンポーネント
のみのサポート

コンテナー
• コンテナーイメージファイル • Docker 互換

コンサルティング

サービス

なし なし

SaaS アプリ

• 体験版は Azure Active 
Directory 対応が必要

• ID プロバイダーの一つとして
Azure Active Directory 都の
シングルサインオンサポート

Office 365

• Azure Active Directory 対応
が必要

• ID プロバイダーの一つとして
Azure Active Directory 都の
シングルサインオンサポート

Dynamics 365

• Dynamics 365 Package 
Deployer for Customer、
Business Central または
Operations

• ユーザーインターフェイス
またはワークフローを通した
Dynamics 365 との統合

Power BI 

(apps / visual)

• Power BI app / Visual • Power BI ポータルとの統合



Azure Marketplace オファーの選択方法

SaaS オファー

• パブリッシャーのサブスクリプション
に展開

• パブリッシャーが課金、または
マイクロソフトが課金

• Azure AD との統合が必須

コンテナー

• 単一のコンテナーイメージ

• Docker 互換

• ライセンス持ち込み (BYOL) のみ

仮想マシン

• 単一の仮想マシン

• 従量課金 (PAYG) または
ライセンス持ち込み (BYOL)

• VM 1つに15までディスク追加可能

Azureアプリ: ソリューションテンプレートまたはマネージドアプリケーション

• クラスターモードに複数の仮想マシン

• 他のAzureサービスとの組み合わせが可能

• 既定でライセンス持ち込み (BYOL)

• 仮想マシンオファーとの統合で従量課金 (PAYG) も可能

• 利用の追跡が可能

SaaS 
または
IaaS?

VM または
コンテナー?

単一イメージ
または

クラスター?

SaaS コンテナー

VMIaaS

単一イメージ

VM クラスター



マーケットプレース Go-To-Market サービス
パートナーがアプリやサービスを Azure Marketplace または AppSource にリスティングする際に、リス
ティングや Go-To-Market 戦略を最適化するためのサービスをご利用いただけます
** 英語での提供となります **

* シルバーまたはゴールドコンピテンシーが必要 | ** ゴールドコンピテンシーが必要

(Azure Marketplace のみ) 

リスティングの特典に加えて

• ソーシャルプロモーションス
ポットライト

• プレスリリースのサポート

• 簡易事例

• マーケットプレースパフォーマ
ンスインサイト

• マーケットプレースの注目アプ
リとカテゴリプロモーション **

• ラーニングメディアウェブキャ
スト **

• インダストリーブログ投稿 **

• テストドライブのスポンサー
シップ**

• マイクロソフト経営陣による PR 
エンドース**

リスティングの特典に加えて

• ソーシャルプロモーションス
ポットライト

• プレスリリースのサポート

• 簡易事例

• マーケットプレースの注目アプ
リとカテゴリプロモーション **

• ラーニングメディアウェブキャ
スト

• Azure によるスポンサー アカウ
ント *

• AADの統合とオンボーディング

• OCPカタログへのリスティング

• マーケットプレースへのリスティ
ングの最適化

• マーケットプレース ブログ、
ニュースレター、ソーシャルを
使った宣伝

リスティングの特典に加えて

• ソーシャルプロモーションス
ポットライト

• プレスリリースのサポート

• 簡易事例

• マーケットプレースの注目アプ
リとカテゴリプロモーション **

• ラーニングメディアウェブキャ
スト **

販売

コンサルティング

体験版

リスティング



まとめ: 顧客の選択肢を広げ、より体験し、購入を簡単にします

より多くの選択肢
• 8,000 以上のリスティング、
毎月 200 以上の新規オファー
が追加

• Azure の半製品、SaaS アプ
リ、業務アプリ、バンドルオ
ファー、コンサルティングオ
ファーから選択

• 30万を超えるパートナーエコ
システム

• 141 の国と地域で利用可能

簡単に体験
• 数千ものオファーが無料の
オンデマンド体験版を提供

• レーティングやレビューを
見てオファー内容を確認

• New! トップアプリとSIを
組み合わせた統合ソリュー
ションオファーを 1 クリック
で提供

調達、展開、管理の単純化
• 数千もの「今すぐ購入」
オファーを数秒で調達

• リアルタイムな柔軟性 –
スケールアップ/ダウンをすぐ
に実施

• 複数の展開オプション (ポータ
ル、コマンドライン、
ソリューションテンプレート
による大規模展開)

• 予算に応じて課金の種類の
柔軟性が増加中 (時間単位課金、
分単位課金、ライセンス持ち
込み (BYOL))





マイクロソフトとの共同販売~マーケットプレース以外の方法

マーケット
プレース

販売パートナー

インサイド
セールス

対面営業

対面営業とインサイド セールスによって獲得した共同販売の商談



購買者とマイクロソフトの営業担当者へのリーチ



共同販売パートナーのソリューション





クラウドマーケットプレースと共同販売
必要なツールとプログラムへの参加

Cloud Partner Portal
(https://cloudpartner.azure.com/)

マーケットプレース登録に必須 (無料)

Microsoft Developer Center
(https://developer.microsoft.com/ja-jp/store/register)

マーケットプレース登録に必須 (無料)

Microsoft Partner Network
(https://partner.microsoft.com/ja-jp/membership)

共同販売に必須。登録無料だが、共同販売対応
には所定の要件を満たしゴールドクラウドコン
ピテンシー取得が必要 (いずれも有償)

OCP Catalog、Partner Center Sales Connect

共同販売対応に必須。無料だがマイクロソフト
パートナー営業チームとの連携が必要。
(MPN ゴールド (有償) が前提)

Microsoft Azure Certified for Applications
(https://azure.microsoft.com/ja-jp/marketplace/programs/certified/)

マーケットプレースで体験版、販売を行う際の
アプリ製品認定を行う場合のオプション (無料)

https://cloudpartner.azure.com/
https://developer.microsoft.com/ja-jp/store/register
https://partner.microsoft.com/ja-jp/membership
https://azure.microsoft.com/ja-jp/marketplace/programs/certified/


パートナーの皆様の準備

• MPNへの登録
• パートナー営業とソリューションをマーケットプレースに掲載
• Azure Marketplace または AppSourceへ登録
(MPN、Cloud Partner Portal, MS Developer Centerへの登録が必要)

リソース

• Marketplace フォーラム (英語): Cloud + AI Partner Community

• Marketplace FAQ

• ドキュメント: 公開プロセスと要件
Azure Marketplace と AppSource へのリスティング登録に必要な手順の解説

クラウド マーケットプレース パブリッシャーになる

補足: Azure Marketplace と AppSource の公開ガイド～クラウド パートナー ポー
タル (CPP) 登録手順 (PDF)

補足: FY19 Co-Sell 協業に必要なクラウドマーケットプレースへの登録手順 (PDF)

補足: Azure Marketplace でリスティング掲載する方法 (PDF)

Azure Marketplace と AppSource のベストプラクティスガイド (PDF)

Azure Marketplace and AppSource publishing guide (GitHub 上) (PDF)

FY19 マイクロソフトとの共同販売ガイド (PDF)

Marketplace サポート

• Marketplace コンサル (英語のみ、MPN メンバーは2019/6/30まで無料)

• Azure and AppSource Marketplace ロードマップ

• GTM サービス (英語のみ)

さあ
はじめよう

http://aka.ms/listonazuremarketplace
http://aka.ms/listonappsource
https://www.microsoftpartnercommunity.com/t5/Azure-Marketplace-and-AppSource/bd-p/2222
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace/marketplace-faq-publisher-guide
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace/marketplace-publishers-guide
https://blogs.partner.microsoft.com/mpn-japan/2018/11/11/guide-to-register-to-azure-marketplace-and-appsource/?ln=ja-jp
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace/become-publisher
http://blogs.partner.microsoft.com/mpn-japan/wp-content/uploads/sites/144/2018/11/Cloud-Partner-Portal-registraion-steps.pdf
http://blogs.partner.microsoft.com/mpn-japan/wp-content/uploads/sites/144/2018/11/Cloud-Marketplace-registration-for-FY19-Co-Sell.pdf
http://blogs.partner.microsoft.com/mpn-japan/wp-content/uploads/sites/144/2018/11/AMP-listing-guide.pdf
http://blogs.partner.microsoft.com/mpn-japan/wp-content/uploads/sites/144/2018/11/Azure-Marketplace-and-AppSource-Best-Practice-j.pdf
http://blogs.partner.microsoft.com/mpn-japan/wp-content/uploads/sites/144/2018/11/Marketplace-Publishing-GuideJapanese.pdf
https://aka.ms/cosell-guide
https://support.microsoft.com/ja-jp/supportforbusiness/productselection?sapId=48734891-ee9a-5d77-bf29-82bf8d8111ff
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4010317/microsoft-marketplaces-consultation
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace/marketplace-roadmap
https://partner.microsoft.com/ja-jp/reach-customers/gtm

