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内容 



スタートアップから大企業まで、独立系ソフトウェア ベンダーが世界中のお客様にソリューションを提供で

きるオンライン アプリケーションとサービスの Azure Marketplace についての詳細をご確認ください。 

 

 

AppSource と Azure Marketplace のパブリッシャー ガイド 

Cloud パートナー ポータル 

 



 

Marketplace 公開ガイドは、新規および既存のパブリッシャーが Azure Marketplace や Microsoft AppSource 

のネットショップにアプリケーションやサービスを掲載し、マイクロソフトとのパートナーシップによりビジ

ネスを拡大する方法を学べる内容になっています。 

このガイドでは以下のトピックを取り上げています。 

 Marketplace の概要としくみ 

 Azure Marketplace と AppSource のネットショップの違い 

 Marketplace に参加するメリット 

 パブリッシャーになりアプリケーションやサービスをリストに登録する方法 

 ビジネスを拡大させる方法 

このガイドには、アプリケーションやサービスをリストに登録する前に行う手順に関する技術情報とビジネス

情報が含まれます。目次からガイドの各セクションや重要なトピックに直接移動することができます。 

Azure Marketplace や AppSource に関するご質問がございましたら、[Problem Type (問題の種類)] の 

[Marketplace Onboarding (Marketplace のオンボーディング)] からメッセージを送信してください。

Marketplace パブリッシャー オンボーディング チームが喜んでサポートいたします。 

Marketplace に参加するメリット 

Marketplace は、ビジネスの拡大を促進するうえで役立つもので、マイクロソフトと連携して市場進出活動を

行う出発点となります。発売プロモーション、需要創出、共同販売およびマーケティングにより、

Marketplace でのオファーをクラウド ビジネスの中心に据えることができます。Marketplace には無料で参加

できます。 

マイクロソフトの目標は、マイクロソフトのお客様とパートナー エコシステムが提供する最高のソリュー

ションをつなげることです。そのために、オンボーディングから公開、ビジネス拡大に至るまでのプロセスを

全体的にサポートします。 

Marketplace の機能を活用して、ビジネスの拡大につなげましょう。 

新規市場やセグメントに進出して新たな販売機会を創出 

ソリューション ポートフォリオを手に、新たな市場、セグメント、Microsoft クラウドのユーザーにアクセスす

るためのチャネルとして Marketplace を利用してください。新たなマーケティング リードを創出し、セールス 

オポチュニティへと育成します。共同のマーケティングや営業活動を活用してさらにお客様を獲得します。 

ビジネス バリューを高めて既存および新規のお客様との取引規模を拡大 

ワークロードをクラウドに移行後、お客様の問題に対応して、ソリューションのアップセルおよびクロスセル

を行います。Marketplace を通じて販売またはデプロイすれば、特定のワークロードや業界シナリオを対象と

した包括的なソリューションの販売により、販売サイクルを減らし、プロジェクトを円滑化し、取引の収益性

を高めることができます。 

実践につながるインサイトを獲得 

Marketplace を通じて提供されるインサイトや分析を通じて登録リストのパフォーマンスを把握します。キャ

ンペーンのパフォーマンス、注文、支払いに関する情報、ソリューションのキャンペーン活動を最大化するた

めの情報をさらに入手します。 

Azure Marketplace と AppSource の公開ガイド 
2018/7/24 • 読了時間 2 分 • オンラインで編集 

https://azuremarketplace.microsoft.com/ja-jp
https://appsource.microsoft.com/ja/
https://github.com/Microsoft/azure-docs/blob/master/articles/marketplace/marketplace-publishers-guide.md


Marketplace Go-To-Market 特典 

新たに Marketplace のリストに登録することで、パートナー様はビジネスを拡大するうえで役立つさまざまな

特典を無料で利用できます。この特典は次のカテゴリに分けられます。 

 技術: アプリケーションの提供開始の準備に必要なものすべて。技術サポートからアプリケーションの設

計、アーキテクチャの設計、開発・テスト用の Azure クレジットまでを含みます。 

 共同マーケティング: オファーの提供開始に必要なものすべて。ソリューションの発売と販促に役立つ 

Microsoft Go-To-Market Launch Fundamentals を無料で利用できます。また、Microsoft マーケティング 

キャンペーンに参加したり、Marketplace で取り上げられる機会がある場合もあります。 

 共同販売: Marketplace を通じたマイクロソフトとの共同販売を開始または加速します。プログラムやサ

ポートを利用してマイクロソフト チームとの共同販売を推進します。 

Marketplace にソリューションを提出 (英語) していただくと、オンボーディング チームからご連絡を差し上げ、

公開をサポートします。 

Microsoft Go-To-Market 特典と Marketplace でビジネスを拡大させる方法の詳細については、「Microsoft Go-

To-Market サービス」を参照してください。 

次のステップ 

左の目次からクラウド マーケットプレースに関するトピックの詳細情報を確認してください。 

 

https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/sell/signup
https://partner.microsoft.com/ja-jp/reach-customers/gtm
https://partner.microsoft.com/ja-jp/reach-customers/gtm


AppSource と Azure Marketplace の比較 
2018/7/19 •読了時間 2 分 • オンラインで編集 

 

Azure Marketplace と Microsoft AppSource のネットショップはそれぞれ固有のお客様の要件に応えます。

ネットショップを使用してロールごとに対象となるお客様を設定します。お客様に応じて最適なソリューショ

ンまたはサービスを提供できます。 

ネットショップの違いを理解する 

ネットショップを選択するには、まずオファーの対象ユーザーを特定します。複数のネットショップをター

ゲットにする場合は、一度公開するだけで、複数のネットショップで販売することができます。 

下表でネットショップを使用するメリットを説明します。 

AppSource 

メリット 詳細 

課金の柔軟性 無料試用版をプロビジョニングします。現在、商用の公開オプ

ションは提供していません。追加の投資や変更なしで最新の注

文および課金インフラストラクチャを使用できます。 

他のパートナーとのつながり 独立系ソフトウェア ベンダー、システム インテグレーター、マ

ネージド サービス プロバイダーを具体的な実装シナリオに引き

込みます。協力して新規のお客様に販売することができます。 

自動化 独立系ソフトウェア ベンダー、システム インテグレーター、マ

ネージド サービス プロバイダーを具体的な実装シナリオに引き

込みます。協力して新規のお客様に販売することができます。 

複数のクラウドの種類 現在、Azure Stack、Azure Government、リージョン別のクラ

ウドはサポートしていません。 

お客様へのコンテキスト内のプレゼンテーション Dynamics 365、Power BI、Office 365 などのマイクロソフト製

品のアプリ内エクスペリエンスでさらに多くのお客様にリーチ

します。 

Azure Marketplace 

メリット 詳細 

課金の柔軟性 VM の場合、従量課金制オプションは  Microsoft Enterprise 

Agreement (EA) または Web 直販モデルを使用します。価格オプ

ションには永久無料の Free レベル サブスクリプションが含まれ

ます。価格オプションには試用のサブスクリプションも含まれ

ます。試用のサブスクリプションは販売促進を目的としてお

り、期間限定で無料です。期間が終了すると、VM は有料サブス

クリプションに切り替わります。ライセンス持ち込み (BYOL) で

のライセンス認証もお客様に使用することができます。 

 

両方の課金オプションと次の VM オファーについては、プロビ

ジョニングされた Azure リソースがすべてお客様に直接課金さ

れます。 

 Azure アプリ: マネージド アプリ 

 Azure アプリ: ソリューション テンプレート 

https://github.com/Microsoft/azure-docs/blob/master/articles/marketplace/comparing-appsource-azure-marketplace.md
https://azuremarketplace.microsoft.com/ja-jp
https://appsource.microsoft.com/ja/


メリット 詳細 

他のパートナーとのつながり 現在、サービス  プロバイダーまたは配信パートナーをオ

ファーにリンクすることはできません。 

自動化 現在、サービス  プロバイダーまたは配信パートナーをオ

ファーにリンクすることはできません。アドオンのプロビジョ

ニングによって自動化されたサービスとしてのソフトウェア 

(SaaS) を利用します。Azure アプリ (ソリューション テンプ

レート) の公開オプションを使用して SaaS ベースのデータ収集

とデプロイのシナリオを自動化します。 

複数のクラウドの種類 次の種類を使用してソリューションをパブリック クラウドと

オンプレミスの両方で公開します。 

 Azure Stack 

 Azure Government 

 リージョンのクラウド (中国、ドイツを含む) 

お客様へのコンテキスト内のプレゼンテーション ソリューションを Azure Portal 内で提供して、コンテキスト検

索できるようにします。仮想マシンと Azure アプリ (ソリュー

ション テンプレート) の公開オプションを使用します。 

次のステップ 

 「Azure Marketplace と AppSource の公開ガイド」を確認してください。 



 

公開オプションを決定する 
2018/7/13 • 読了時間 4 分 • オンラインで編集 

 

オファーに対して選択する公開オプションは、適格要件と Marketplace Go-To-Market 特典の両方に直接関係

します。さらに重要な点として、Cloud パートナー ポータルで選択した公開オプションとオファーの種類に

よって、マーケットプレースのオファーをユーザーがどのように扱うかが定義されます。 

オファーの種類を選択し、Cloud パートナー ポータルでマーケットプレース オファーを作成すると公開オプ

ションを有効化できます。これを行うには、公開オプション、オファーの種類と構成、マーケットプレースの

ネットショップでオファーを掲載する方法と場所を管理する CTA など、マーケットプレースの重要な概念を

理解する必要があります。 

 

注意 

上記の表は、ソリューションまたはサービスと、ネットショップ、公開オプション、マーケットプレースでのオファー

の掲載に使用するオファーの種類とがどう対応しているかを示しています。 

 

この記事では次のことについて説明します。 

 ソリューションに最適なネットショップを判断する方法 

 各ネットショップの選択可能な公開オプションと CTA 

 各公開オプションで使用可能なオファーの種類 

ソリューションのネットショップ、公開オプション、 

オファーの種類を選択する 

公開オプションを選択する前に、マーケットプレースのソリューション、アプリ、サービスに対するネット

ショップの適格要件を理解しておくことが重要です。 

Azure Marketplace アプリケーションは Azure 上、または Azure 向けに構築された技術的な “構成要素” ソ

リューションです。Azure Marketplace コンサルティング サービスはお客様が Azure の使用を開始または促進

するうえで役立つプロフェッショナル サービスです。 

AppSource アプリケーションは、Azure 上、または Dynamics 365、Office 365、Power BI、Power Apps 向け

に構築された基幹業務ソリューションです。AppSource コンサルティング サービスはお客様が Dynamics 365 

や Power BI の使用を開始または促進するうえで役立つプロフェッショナル サービスです。 

パブリッシャーとしての登録が完了し、マーケットプレースのオファーを作成、構成、公開するための Cloud 

パートナー ポータルへのアクセス権を取得したら、次の手順に進みます。 

1. オファーのネットショップの選定方法を理解する 

2. オファーの公開オプションを選択する 

3. オファーの種類を選択して適格要件を確認する 

4. Cloud パートナー ポータルで公開するオファーを作成、構成する 

https://github.com/Microsoft/azure-docs/blob/master/articles/marketplace/determine-your-listing-type.md


ネットショップの選択について理解する 

オファーを掲載するネットショップは Azure Marketplace または AppSource、もしくはその両方で、オファー

の詳細や対象者、Cloud パートナー ポータルでオファーを作成する際に選択したカテゴリや業界によって自動

的に決まります。 

注意 

“重複表示” (SaaS アプリのみ): リストまたは試用版のオファーがテクニカル ユーザーおよびビジネス ユーザー両方の条

件を満たすと、オファーは両方のネットショップに表示されます。公開オプションについての詳細は次の内容を確認し

てください。 

公開オプションを選択する 

公開オプションでは、他社と一線を画す顧客エンゲージメントを提供すると同時に、潜在顧客の共有と Go-

To-Market 特典の利用を行うことができます。Cloud パートナー ポータルを使用してマーケットプレース オ

ファーを作成する前に、3 つの公開オプションのいずれかを選択してください。公開オプションに対応する 

CTA は次のとおりです。 

リスト – アプリケーションまたはサービスのシンプルなリスト登録により、マーケットプレースのユーザーが

「お問い合わせ」という CTA によりお客様とつながることを依頼できるようになります。 

試用版 – マーケットプレースを使用してアプリケーションを見つけやすくし、試用版のプロビジョニングを自

動化します。見込みユーザーが SaaS、IaaS または Microsoft アプリ内の機能を購入する前に期間限定で無料で

使用できるようになります。公開オプション「試用版」の CTA は無料試用版または体験版を使用します。 

トランザクション – お客様が「今すぐ入手する」の CTA を選択すると、アプリケーションが Azure 上で実行

され、お客様の Azure サブスクリプションに直接リソースとしてプロビジョニングできます。ソフトウェア 

ライセンスは任意で購入可能で、お客様が選択する支払い方法と条件で請求されます。また、無料試用版ソフ

トウェア (Azure Marketplace でのみ提供) への期間限定のアクセス権を提供することもできます。 

オファーの種類を選択する 

公開オプションが決まったら、オファーの掲載に使用するオファーの種類を選択します。 

オファーは Cloud パートナー ポータルで作成、公開、管理する公開オブジェクトです。マーケットプレース

でオファーを掲載するのに使用するオファーの構造 (メタデータ、成果物、その他のコンテンツなど) はオ

ファーの種類によって定義されます。 

オファーを作成する前に、オファーの種類を選択する必要があります。オファーの種類は公開を希望するソ

リューション、アプリ、サービスのオファーの種類や、マイクロソフト製品およびサービスに対応するように

します。 

1 つのオファーの種類を Cloud パートナー ポータルでさまざまな形で構成して、異なる公開オプション、CTA、

プロビジョニング、価格を適用することが可能です。公開オプションとオファーの種類の構成も、オファーの

適格要件と技術要件に合わせて調整されます。 

必ずネットショップとオファーの種類の適格要件をこのパブリッシャー ガイドで確認し、オファーを作成す

る前に、公開の技術要件を確認してください。 

次のステップ 

 「オファーの種類」セクションで公開オプションの適格要件を確認し、オファーの選択と構成を確定します。 

 ソリューションをオファーの種類や構成に対応させる方法など、ネットショップの公開パターンを確認し

てください。 

 Cloud パートナー ポータルにログインしてオファーを作成、構成します。 

https://partner.microsoft.com/ja-jp/reach-customers/gtm
https://partner.microsoft.com/ja-jp/reach-customers/gtm
https://cloudpartner.azure.com/


クラウド マーケットプレース パブリッシャーになる 
2018/7/20  • 読了時間 5 分 • オンラインで編集 

 

この記事では、クラウド マーケットプレース パブリッシャーとして登録する方法について取り上げます。選

択した公開オプションと現在の Microsoft Partner Network メンバーシップによっては、次の手順の一部が不

要な場合があります。登録後に、Azure Marketplace または AppSource のマーケットプレース オファーを作成

できるようになります。 

 登録手順 期間 詳細 

1 Microsoft Partner Network に登録

する 

15 分 Microsoft Partner Network に

登録する 

2 Microsoft アカウントを作成する  

(Azure Marketplace のトランザク

ション オファーでは必須、それ以

外は推奨) 

15 分 Microsoft ID を作成する 

3 Marketplace 登録フォームを送信

する 

15 分 Marketplace 申請フォームを 

送信する 

4 Cloud パートナー ポータルにサイ

ンインする 

1-3 日間 Cloud パートナー ポータルに

サインインする 

5 Microsoft デベロッパー センター

に登録する (Azure Marketplace の

トランザクション オファーのため) 

5-10 日間 デベロッパー センターに登録

する 

1. Microsoft Partner Network に登録する 

| 15 分 | 

マイクロソフトのクラウド マーケットプレースに参加するには、Microsoft Partner Network (MPN) のメンバー

シップが必要です。これにより、主要な特典、プログラム、パートナーのパフォーマンスの追跡機能を利用で

きるようになります。まだメンバーでない場合は、Microsoft Partner Network (MPN) に参加して公式のマイク

ロソフト パートナーとなり、マーケットプレースへの公開に関する追加の特典やサポートを受けてください。 

 Microsoft Partner Network への登録については、メンバーシップ ページにアクセスして登録の手順に

従ってください。 

メンバー登録が完了したら、組織の Microsoft Partner Network ID を控えます。この ID は手順 3 のマーケット

プレース登録フォームを送信する際に必要となります。 

 Microsoft Partner Network の特典について確認します。 

 組織が既にメンバーシップを持っている場合は、登録時に組織に参加します。パートナー センターを使

用する場合は、パートナー センター アカウントで ID を確認できます。パートナー メンバーシップ セン

ター (PMC) を使用する場合は、 パートナー メンバーシップ センター アカウントで ID を確認できます。 

 

 

https://github.com/Microsoft/azure-docs/blob/master/articles/marketplace/become-publisher.md
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace/become-publisher#1-register-in-microsoft-partner-network
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace/become-publisher#1-register-in-microsoft-partner-network
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace/become-publisher#2-create-a-microsoft-account
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace/become-publisher#3-submit-the-marketplace-registration-form
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace/become-publisher#3-submit-the-marketplace-registration-form
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace/become-publisher#4-sign-into-cloud-partner-portal
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace/become-publisher#4-sign-into-cloud-partner-portal
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace/become-publisher#5-register-in-dev-center-for-transact-publishing-option-only
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace/become-publisher#5-register-in-dev-center-for-transact-publishing-option-only
https://partner.microsoft.com/ja-jp/membership
https://partner.microsoft.com/ja-jp/commercial
https://partners.microsoft.com/partnerprogram/PartnerMembershipCenter.aspx
https://partners.microsoft.com/partnerprogram/PartnerMembershipCenter.aspx
https://partners.microsoft.com/partnerprogram/PartnerMembershipCenter.aspx


2. Microsoft アカウントを作成する 

| 15 分 | 

Microsoft アカウント (@outlook.com、@live.com) は多くのマイクロソフトのデバイスやサービスにアクセス

する際に使用します。Azure Marketplace のトランザクション オファーに必要であるため、すべてのクラウド 

パブリッシャーに使用をお勧めします。Microsoft アカウントのメリットと使用方法の詳細については、こち

らのページをご覧ください。個人の Microsoft アカウントを使用して、マーケットプレース オファーを作成、

管理するために使用する公開プラットフォームである Cloud パートナー ポータルにアクセスします。 

[!重要] 業務用メールに関連付けられた Microsoft アカウントではポータルにアクセスできません。 

注意 

Microsoft アカウントを既にお持ちの場合は、「Marketplace アカウントを管理するための Microsoft ID の作成に関す

るガイドライン」セクションを確認して、マーケットプレースへの公開に使用できるかを判断してください。 

Azure Active Directory フェデレーション法人アカウントを持っているユーザーは、Microsoft アカウントを作成する、 

または既存の Microsoft アカウントを使用する前にこの記事をお読みください。 

 Microsoft アカウントの作成や管理に関するヘルプについては、「Microsoft アカウントに関するヘルプ」

をご覧ください。 

 

3. Marketplace 登録フォームを送信する 

| 15 分 | 

マーケットプレースのパブリッシャーになるには、簡単な登録フォーム (英語) に入力します。このフォームか

ら送信した情報を使用して、マーケットプレース オファーの作成、公開、管理が可能な Cloud パートナー 

ポータルのパブリッシャー アカウントが作成されます。 

次の情報を入力するよう求められます。 

 Microsoft Partner Network ID (パートナー センターまたはパートナー メンバーシップ センターで確認可

能) などの組織に関する情報 

 公開する予定の最初のアプリまたはコンサルティング サービスの簡単な説明 (オファーと最も関連性のあ

るマイクロソフトの製品またはサービスを含む) 

 アプリまたはサービスの対象ユーザー 

 

4. Cloud パートナー ポータルにサインインする 

| 1-3 日間 |  

マーケットプレース オンボーディング チームが手順 3 で提供したマーケットプレースの登録の詳細を確認、

検証します。承認されると、アカウントの資格情報と Cloud パートナー ポータルへのサインインのガイダン

スが記載されたウェルカム メールが届きます。 

Cloud パートナー ポータルを使用してマーケットプレース オファーの作成、公開、管理を行います。承認の

ウェルカム メールが届いたら、すぐに Microsoft アカウントで Cloud パートナー ポータルにログインして、

マーケットプレースへの公開やオファーの作成に関する技術情報にアクセスできます。 

 Cloud パートナー ポータルの使用の詳細については、学習のセクションにある概要に関する記事を確認

してください。これらの詳細にアクセスするには Cloud パートナー ポータルにログインする必要があり

ます。 

https://account.microsoft.com/account/
https://account.microsoft.com/account/
https://review.docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace/guidelines#guidelines-for-creating-a-microsoft-id-to-manage-a-marketplace-account
https://review.docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace/guidelines#guidelines-for-creating-a-microsoft-id-to-manage-a-marketplace-account
https://review.docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace/guidelines#issue-microsoft-id-in-an-azure-ad-federated-domain
https://support.microsoft.com/ja-jp/products/microsoft-account?category=manage-account
https://azuremarketplace.microsoft.com/ja-jp/sell/signup
https://partnercenter.microsoft.com/ja-jp/partner/home
https://partners.microsoft.com/partnerprogram/PartnerMembershipCenter.aspx
https://cloudpartner.azure.com/
https://cloudpartner.azure.com/
https://cloudpartner.azure.com/
https://cloudpartner.azure.com/%23documentation/getting-started-with-the-cloud-partner-portal


 ご不明な点がある場合や、オンボーディングの概要コールを設定したい場合は、このパブリッシャー ガ

イドの別の記事をご覧になるか、Cloud パートナー  ポータルの  [Problem Type (問題の種類 )] > 

[Marketplace Onboadring (Marketplace のオンボーディング)] でサポート要求のページにアクセスします。 

 ウェルカム  メールを受信しなかった場合は、迷惑メール  フォルダーに「Welcome to Microsoft 

Marketplace!」という件名のメールがないかを確認してください。迷惑メール フォルダーにメールがない

場合は、マイクロソフトのサポートまでお問い合わせください。サポート ページで [Problem Type (問題

の種類)] > [Marketplace Onboarding (Marketplace のオンボーディング)] を選択します。Marketplace パブ

リッシャー オンボーディング チームが喜んでサポートいたします。 

 

5. デベロッパー センターに登録する (トランザクションの 

公開オプションのみ) 

| 5-10 日間 | 

トランザクションの公開オプションを使用するオファーではデベロッパー センターのアカウントが必要です。

これには、Azure を通じて販売するよう構成された仮想マシン、Azure アプリ、SaaS アプリが含まれます。マ

イクロソフトはデベロッパー センターのアカウント情報を使用してパートナー様の法務、税、銀行に関する

情報を検証します。これらの情報は Azure Marketplace を通じて販売したソリューションのライセンス料の請

求時に使用されます。 

デベロッパー センターの登録手続きは Cloud パートナー ポータルでオファーを作成する前に開始できますが、

手続きを完了してからマーケットプレース オファーを公開する必要があります。この手順は一般に 5 ～ 10 日

かかるので、トランザクションの公開オプションを使用する予定の場合はできるだけ早めにこの手続きを開始

することをお勧めします。 

デベロッパー センターに登録する個人は、組織の代表者である必要があり、身元確認のために個人情報を提

供しなければなりません。手順 2 で作成した Microsoft アカウントで登録し、Cloud パートナー ポータルにア

クセスする際に使用した同一の Microsoft アカウントを使用します。 

 デベロッパー センターアカウントに登録するには、こちらからサインアップのプロセスを開始します。 

 Microsoft アカウントの作成の詳細については、「Microsoft アカウントを作成する」セクションをご覧く

ださい。 

デベロッパー センターへの登録が完了したら、Cloud パートナー プロファイルをデベロッパー センターのア

カウントとリンクしてください (詳細な手順はこちらを参照してください)。この手順はトランザクションのオ

ファーを公開する前に完了する必要があります。 

注意 

99 ドルのデベロッパー センター登録料の免除を適用するには、Marketplace 登録フォームに記入してください。プロ

モーション コードが記載されたメールが届きます。 

 

重要 

Microsoft デベロッパー センターのアカウントを作成する前に、アカウントを重複して作成してしまうのを回避するた

めに、組織がデベロッパー センターのアカウントを既に保有していないことを確認してください。詳細については、

「デベロッパー センターに登録する」セクションをご覧ください。 

次のステップ 

 マーケットプレースのネットショップ: AppSource と Azure Marketplace について知る 

 マーケットプレースへのオファーを決定する 

 

https://support.microsoft.com/en-us/getsupport?wf=0&tenant=classiccommercial&oaspworkflow=start_1.0.0.0&locale=en-us&supportregion=en-us&pesid=16230&forceorigin=esmc&ccsid=636595105151894820
https://developer.microsoft.com/ja-jp/store/register
https://developer.microsoft.com/ja-jp/store/register
https://developer.microsoft.com/ja-jp/store/register
https://developer.microsoft.com/ja-jp/store/register
https://developer.microsoft.com/ja-jp/store/register
https://developer.microsoft.com/ja-jp/store/register
https://developer.microsoft.com/ja-jp/store/register
https://developer.microsoft.com/ja-jp/store/register
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace/register-dev-center


ガイドライン 
2018/6/22 • 読了時間 4 分 • オンラインで編集 

 Azure Marketplace のガイドライン 

マーケットプレース アカウントの管理用 Microsoft ID の作成に関するガイドライン 

Marketplace アカウントの作成に使用する Microsoft ID に複数のユーザーがアクセスする必要がある場合は、

このガイドラインに従って会社のアカウントを作成してください。 

重要 

複数のユーザーによる Microsoft デベロッパー センター (デベロッパー センター) のアカウントへのアクセスを承認

するには、Azure Active Directory (Azure AD) を使用して各ユーザーにロールを割り当てることをお勧めします。ユー

ザーはそれぞれ個別の Azure AD 資格情報でサインインしてアカウントにアクセスする必要があります。会社で登録

されているドメインのメール アドレスを使用して Microsoft ID を作成します。個人に割り当てていないメールを使用

することをお勧めします (例: mailto:windowsapps@fabrikam.com)。 

 詳細については、「問題: Azure AD フェデレーション ドメインでの Microsoft ID」セクションをご覧ください。 

 Microsoft ID へのアクセスは最小限の開発者にしてください。 

 デベロッパー センターのアカウントへのアクセスが必要なユーザーをすべて含めた社内のメール配布リ

スト (DL) を用意します。DL のメール アドレスをセキュリティ情報に追加します。DL により、リストに

登録されたすべての従業員が、要求に応じてセキュリティ コードを受信し、Microsoft ID のセキュリティ

情報を管理できるようになります。DL の設定が適切でない場合は、個別のメール アカウントの所有者が

要求に応じてセキュリティ コードにアクセスし、共有できる状態になっている必要があります。 

 たとえば、新しいセキュリティ情報が Microsoft ID に追加されたり、新しいデバイスから Microsoft 

ID にアクセスしたりするときに、所有者はこの操作を求められます。 

 内線番号不要で、主要チーム メンバーと連絡が取れる会社の電話番号を追加してください。 

 通常、開発者がデベロッパー センターのアカウントにサインインする際は、信頼済みデバイスを使用す

る必要があります。こうした信頼済みデバイスを主要なチーム メンバー全員が利用できる必要がありま

す。信頼済みデバイスを使用してアクセスすると、ユーザーがデベロッパー センターのアカウントにア

クセスしている際のセキュリティ コード送信の要件を緩和できます。 

 信頼できない PC からデベロッパー センターのアカウントへのアクセスを許可する必要がある場合は、開

発者 5 人までに制限する必要があります。開発者が地理的な場所およびネットワーク上の場所が同じで

ある PC からアカウントにアクセスできるのが理想的です。 

 セキュリティ情報は頻繁に確認し、検証します。 

 セキュリティ情報を確認するには、セキュリティ設定のページ (account.live.com/proofs/Manage) を

ご覧ください。 

デベロッパー センターのアカウントには主に信頼済み PC からアクセスします。信頼済み PC からアクセスす

ることはきわめて重要です。デベロッパー センターのアカウント 1 つにつき、1 週間に生成されるコードの数

には制限があるためです。また、信頼済み PC を使用すると、サインインの安全性や一貫性が最も高まります。 

 デベロッパー センター アカウントのガイドラインとセキュリティの詳細については、「開発者アカウン

トを開く」ページ (docs.microsoft.com/ja-jp/windows/uwp/publish/opening-a-developer-account) をご覧

ください。 

 

https://github.com/Microsoft/azure-docs/blob/master/articles/marketplace/guidelines.md
mailto:windowsapps@fabrikam.com
https://account.live.com/proofs/Manage
https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows/uwp/publish/opening-a-developer-account


問題: Azure Active Directory フェデレーション ドメインでの Microsoft ID 

会社のアカウントは Azure Active Directory (Azure AD) でフェデレーションを行います。Azure AD でフェデ

レーションされている会社のメール アドレスを使用して Microsoft ID を作成しようとすると、エラーが発生

します。エラーが発生した場合は、IT チームに問い合わせ、アカウントが Azure AD を介してフェデレーショ

ンされていることを確認してください。 

Azure AD でフェデレーションされたメールについては既知の問題であり、マイクロソフトはその解決に取り

組んでいます。 

 Azure AD の詳細については、「Azure Active Directory のドキュメント」ページ (docs.microsoft.com/ja-

jp/azure/active-Directory) をご覧ください。 

マイクロソフトは回避策を推奨します。この手順に従って outlook.com ドメインに新しいメール アドレスを

作成し、転送ルールを作成します。 

1. [アカウントの作成] ページにアクセスして [新しいメール アドレスを取得] リンクをクリックします。 

 Microsoft ID にサインアップするには、[アカウントの作成] ページ (signup.live.com/signup) にアクセ

スしてください。 

2. 新しいメール アドレスを作成してパスワードを入力します。新しい Microsoft ID と outlook.com ドメ

インのメールボックスが作成されます。アカウントが作成されるまで登録プロセスを続行します。 

重要 

デベロッパー センターに登録するには、Microsoft ID として登録されたメール アドレスまたは配布リストを使用

する必要があります。マイクロソフトは個人に依存しないように配布リストの使用をお勧めします。メール アド

レスまたは配布リストが登録されていない場合は、すぐに登録する必要があります。 

 

重要 

メール アドレスが Microsoft の会社のドメインにある場合は、デベロッパー センターの登録には使

用できません。 

3. Microsoft ID を Outlook メール アドレスで作成した後、Outlook メールボックスにサインインします。

メールの転送ルールを作成します。メールの転送ルールは、Outlook メールボックスで受信したすべて

のメールをマーケットプレース アカウントを管理するために作成したドメインのメール アドレスに移

動します。 

 Outlook のメールボックスにサインインするには、Outlook ページ (outlook.live.com/owa) をご覧く

ださい。 

 転送ルールの詳細については、「Outlook Web App のルールを使って、メッセージを別のアカウン

トに自動転送する」 (support.office.com/ar ticle/Use-rules-in-Outlook- Web-App-to-automatically-

forward-messages-to-another-account-1433e3a0-7fb0-4999-b536-50e05cb67fed) をご覧ください。 

4. 転送ルールは、Outlook のメール アカウントで受信したすべてのメールと通信を会社に登録されてい

るドメインのメール アドレスに送信します。outlook.com メール アドレスを使用してデベロッパー セ

ンターと Cloud パートナー ポータル両方の認証を行う必要があります。 

次のステップ 

 「Azure Marketplace と AppSource のパブリッシャー ガイド」にアクセスしてください。 

 

 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/active-directory/
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/active-directory/
https://signup.live.com/signup
https://outlook.live.com/owa
https://support.office.com/ja-jp/article/outlook-web-app-%E3%81%AE%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%80%81%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%E5%88%A5%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AB%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%A2%E9%80%81%E3%81%99%E3%82%8B-1433e3a0-7fb0-4999-b536-50e05cb67fed?ui=ja-JP&rs=ja-JP&ad=JP
https://support.office.com/ja-jp/article/outlook-web-app-%E3%81%AE%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%80%81%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%E5%88%A5%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AB%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%A2%E9%80%81%E3%81%99%E3%82%8B-1433e3a0-7fb0-4999-b536-50e05cb67fed?ui=ja-JP&rs=ja-JP&ad=JP


 
 

 

 

デベロッパー センターに登録する 
2018/7/16 • 読了時間 7 分 • オンラインで編集 

 

個人のブラウザー アカウントにログインしていないことを確認するために、Internet Explorer を InPrivate ブ

ラウズで開くか、Chrome をシークレット モードで開きます。 

1. デベロッパー センターに販売者として登録します。 

 販売者としてサインインおよび登録するには、Azure デベロッパー センター  

(dev.windows.com/registration?accountprogram=azure) にアクセスしてください。 

2. Help us protect your account ウィザードを完了します。ここで電話番号またはメール アドレスを使

用して ID を確認します。 

 

3. Registration - Account Info セクションで [アカウントの国/地域] ドロップダウン メニューからアカ

ウントの国または地域を選択します。 

 

 

 

 

https://github.com/Microsoft/azure-docs/blob/master/articles/marketplace/register-dev-center.md
http://dev.windows.com/registration?accountprogram=azure


注意 

Azure Marketplace でサービスを販売するには、登録済みのエンティティが承認されているいずれかの販売元の国

からのものであることを確認してください。場所の制限は支払いと課税上の理由によるものです。 

 詳細については、「Azure Marketplace 参加ポリシー」  

(azure.microsoft.com/support/legal/marketplace/Participation-policies) をご覧ください。 

4. [アカウントの種類] は Company ラジオ ボタンを選択します。 

 アカウントの種類の詳細や最適なアカウントを判断するうえで役立つ情報については、「アカウント

の種類、場所、料金」(docs.microsoft.com/ja-jp/windows/uwp/publish/account- types-locations-and-

fees) をご覧ください。 

[次へ] をクリックします。 

5. パブリッシャー表示名に、表示名 (通常は会社名) を入力します。 

注意 

オファーが掲載されると、デベロッパー センターで入力したパブリッシャーの表示名は Azure Marketplace に表

示されませんが、登録手続きを完了するにはこの欄に入力する必要があります。 

6. [連絡先情報] にはアカウント認証に必要な情報を入力してください。 

重要 

必ず正確な連絡先情報を提供してください。認証手続きでは、連絡先情報を使用してデベロッパー センターで

パートナー様の企業を承認します。 

7. [会社の承認者] には承認者の連絡先情報を入力します。承認者は、デベロッパー センターで組織のア

カウントを作成することを承認されているユーザーであることを確認します。 

[次へ] をクリックします。 

https://azure.microsoft.com/ja-jp/support/legal/marketplace/participation-policies/
https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows/uwp/publish/account-types-locations-and-fees
https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows/uwp/publish/account-types-locations-and-fees


 

8. 「Registration - Payment」セクションにデベロッパー センターのアカウントの支払い情報を入力しま

す。 

 [プロモーション コード] に登録費用が免除されるプロモーション コードを入力します。 

 [請求先] にクレジット カード情報を入力します。PayPal がサポートされている市場では、クレジッ

ト カードの代わりに PayPal の情報を使用できます。 

[次へ] をクリックします。 



 

9. Registration - Review セクションのアカウント情報がすべて正しいことを確認します。 

Microsoft Azure Marketplace パブリッシャー契約の条件に目を通します。 

同意する場合、チェックボックスにチェックを入れます。 

[完了] ボタンをクリックすると確認メールが届きます。 

10. オファーの課金モデルを使用して、次の手順を選択します。 

課金モデル 次のステップ 

無料 Cloud パートナー ポータルに移動します。 

 Azure Marketplace で公開する方法について

は、Cloud パートナー ポータル ページ  

(cloudpartner.azure.com) をご覧ください。 

商用 (トランザクション) アカウント情報を更新します。 

 アカウント情報の追加の詳細については、銀行

情報と税の情報を追加する方法のセクションを

ご覧ください。 

 商用オファーの一例として、時間単位の課金モデルの VM オファーが挙げられます。 

 

https://cloudpartner.azure.com/


デベロッパー センターへの登録に関するサポート 

デベロッパー センターへの登録に関して問題がある場合は、次の手順に従ってサポート チケットを送信します。 

1. デベロッパー センターのサポートにアクセスします。 

 「Windows 開発者向けサポート」ページ (developer.microsoft.com/windows/support) にアクセスしま

す。 

2. [お問い合わせ] セクションの [インシデントを送信する] ボタンをクリックします。 

 

[Problem type (問題の種類)] ドロップダウン メニューから Help with Dev Center を選択します。 

[カテゴリ] ドロップダウン メニューから Publish and manage apps を選択します。 

[メールの開始] ボタンをクリックします。 

3. サインイン ページで任意の Microsoft ID を使用してサインインします。Microsoft ID がない場合には作

成します。 

 Microsoft ID の作成の詳細については、Azure Marketplace アカウントを管理するための Microsoft ID 

の作成に関するガイドラインのセクションをご覧ください。 

4. 問題の詳細を入力します。 

5. チケットを送信するには、[送信] ボタンをクリックします。 

よく寄せられる質問 

 デベロッパー センターのアカウントの登録が必要なのはどのパブリッシャーですか。 

登録リストの種類「トランザクション」: VM、Azure アプリのソリューション テンプレートとマネージド アプリ

で公開するパブリッシャーです。 

 なぜデベロッパー センター アカウントが必要なのですか。 

デベロッパー センターのアカウントは、マイクロソフトがパブリッシャーに代わりお客様に登録リストの種類「ト

ランザクション」について請求を行うために必要です。デベロッパー センターのアカウント登録により、マイクロ

ソフトは組織の法務、税、銀行に関する情報を検証できるようになります。詳細については、こちらをクリックして

ください。 

 

https://developer.microsoft.com/ja-jp/windows/support
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace/become-publisher#register-in-dev-center


 デベロッパー センターの登録を開始するにはどうすればよいですか。 

登録の重複を避けるために、組織がまだデベロッパー センター アカウントを登録していないことを確認してくださ

い。開発者と関連付ける Microsoft アカウントでサインインしなければなりません。Microsoft アカウントをまだお持

ちでない場合は、こちらで新規アカウントを作成できます (例: contoso_marketplace@live.com)。サインインして登

録するには、https://dev.windows.com/ja-jp/registration?accountProgram=Azure にアクセスしてください。 

登録プロセスの詳細については、こちらをクリックしてください。 

 

 「個人」と「会社」のどちらのアカウントの種類を選択すればよいですか。 

トランザクション オファーをマーケットプレースで公開するには、デベロッパー センターのアカウント登録時に会

社のアカウントを選択する必要があります。 

 アカウントを作成後にアカウントの種類を「個人」から「会社」に変更できますか。 

いいえ。アカウント作成後にアカウントの種類を更新することはできません。 

 市区町村を正しく入力したのに「City is required (市区町村を入力してください)」というエラー メッセー

ジが表示されるのはなぜですか。 

郵便番号が正しく入力されていることも確認してください。市区町村と郵便番号の検証が行われます。 

 プロモーション コードはどうすれば取得できますか。 

デベロッパー センターのプロモーション コードを取得するには、Marketplace 登録フォーム (英語) に入力してくだ

さい。 

 登録完了後の手順を教えてください。 

verify@microsoft.com から「Action needed: Verify your email account with Microsoft (要対応: マイクロソフトのメー

ル アカウントを認証してください)」という件名のメールが届きます。期限付きの認証リンクをクリックして登録を

完了します。24 時間以内にメールが届かない場合は、迷惑メール フォルダーをご確認ください。 

 デベロッパー センターの認証後はどうすればよいですか。 

[Your program (プログラム)] (https://developer.microsoft.com/ja-jp/dashboard/Account/Programs) に移動してデベ

ロッパー センターのアカウントにログインします。[Recommended programs for you (お勧めのプログラム)] という

セクションの下に Azure があります。[Get Started (使用を開始する)] をクリックして Azure アカウントの設定を行い

ます。 

 デベロッパー センター アプリケーションが拒否されるのはなぜですか。 

外部の信用調査会社 (Duns & Bradstreet) が、お知らせいただいた電話番号に連絡しましたが、つながりませんでし

た。審査プロセスを再開するには、サポート (developer.microsoft.com/ja-jp/windows/support) までご連絡ください。 

 

または 

アカウントの登録が地理的な問題により拒否されます。本社とは別の場所に子会社がある企業の場合、必要なデベロッ

パー センター アカウントは 1 つだけです。 

 

 使用したい会社名が既にデベロッパー センターに存在する場合はどうすればよいですか。 

一時的な会社名を割り当てた後、サポート (developer.microsoft.com/windows/support) までご連絡いただき、法人登

記書類を提出してください。 

 税の情報と支払い情報はどうやって追加すればよいですか。 

デベロッパー センターのアカウントに税の情報および銀行情報を入力せずにトランザクション オファーを公開する

ことはできません。アカウント情報の追加の詳細については、銀行および税の情報を追加する方法のセクションをご

覧ください。 

https://signup.live.com/signup?contextid=AEB123C8F2B1DA7A&bk=1529968434&ru=https%3a%2f%2flogin.live.com%2flogin.srf%3fcontextid%3dAEB123C8F2B1DA7A%26mkt%3dEN-US%26lc%3d1033%26bk%3d1529968434&uiflavor=web&uaid=9987e727fedb459780d95c1b9e46c82c&mkt=EN-US&lc=1033&lic=1
https://dev.windows.com/ja-jp/registration?accountProgram=Azure
https://azuremarketplace.microsoft.com/ja-jp/sell/signup
https://developer.microsoft.com/ja-jp/dashboard/Account/Programs
https://developer.microsoft.com/ja-jp/windows/support
https://developer.microsoft.com/ja-jp/windows/support
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace/register-dev-center#how-to-add-bank-and-tax-information


 デベロッパー センターの Microsoft アカウントは変更できますか。 

いいえ。デベロッパー センターのアカウントを作成すると、所有者のアカウントは変更できません。ご希望の 

Microsoft アカウントでデベロッパー センターのアカウントを新たに作成する必要があります。 

 デベロッパー センターへの登録に関する問題についてサポートが必要な場合はどこに問い合わせればよ

いですか。 

サポートについては、「 Windows 開発者向けサポート」ページ  (developer.microsoft.com/ja-

jp/windows/support) をご覧ください。 

問題: パブリッシャーの支払いに関する銀行と税の情報を追加する 

銀行および税の情報は、登録リストの種類「トランザクション」を使用したすべての商用オファーで必要とな

ります。 

 購入の商用オファーを公開する場合は、支払いと税の情報を追加して、デベロッパー センターで検証を

依頼する必要があります。 

重要 

商用オファー (トランザクション) については、銀行と税の情報の入力が完了するまで、オファーを実稼働環境に

プッシュすることはできません。 

 

 無料または BYOL のオファーのみを公開している場合は、情報の追加は必要ありません。情報は後でも追

加できますが、税の情報の検証には一定の時間がかかります。購入できる商用オファーの提供を計画して

いる場合は、この情報をできるだけ早く追加してください。 

銀行情報を追加する 

1. Microsoft ID を使用してデベロッパー センターにサインインします。 

 デベロッパー センターにサインインするには、Windows デベロッパー センターのページ  

(dev.windows.com) にアクセスします。 

2. 左のメニューから [支払いアカウント] を選択します。 

3. 「Choose payment method」ページで Bank account または PayPal を選択します。 

重要 

お客様が Marketplace で購入する商用オファーがある場合は、お使いの支払いアカウントで購入代金

を受け取ります。 

4. 支払い情報を入力します。情報が正しいことを確認したら [保存] ボタンをクリックします。 

重要 

支払いアカウントを更新または変更する場合は、現在の情報を新しい情報に変更する方法と同じ手順で行ってくだ

さい。支払いアカウントの変更により、最大で支払いサイクル 1 回分、支払いが遅れる可能性があります。この遅

れが発生する理由は、マイクロソフトがアカウントの変更を検証しなければならないからです。これは支払いアカ

ウントを最初に設定したときと同様です。アカウントの検証完了後、全額が支払われます。現在の支払いサイクル

の支払いはすべて次のサイクルに追加されます。 

5. [次へ] をクリックします。 

 

税の情報を追加します。 

1. Microsoft ID を使用してデベロッパー センターにサインインします。 

 デベロッパー  センターにサインインするには、Windows デベロッパー  センターのページ 

https://developer.microsoft.com/ja-jp/windows/support
https://developer.microsoft.com/ja-jp/windows/support
https://developer.microsoft.com/ja-jp/windows


(dev.windows.com) にアクセスします。 

2. 左のメニューで [税プロファイル] を選択します。 

3. 「Set up your tax form」ページで永住権を持つ国または地域を選択します。 

市民権を持つ国または地域を選択します。 

[次へ] をクリックします。 

4. 税の情報を入力します。 

5. [次へ] をクリックします。 

次のステップ 

 「Azure Marketplace と AppSource のパブリッシャー ガイド」にアクセスしてください。 

 

 

https://developer.microsoft.com/ja-jp/windows


Azure Marketplace の課金オプション 
2018/7/19 • 読了時間 2 分 • オンラインで編集 

 

この記事は Azure Marketplace で利用可能な課金オプションについて説明しています。 

マーケットプレースの商取引に関する考慮事項 

マーケットプレースは次の登録リストの種類のレベニュー シェアは行いません。 

 リスト 

 試用版 

 BYOL 課金モデルを使用したトランザクション 

マーケットプレースのネットショップへの参加に対して追加費用は発生しません。詳細については、

「Microsoft Azure Marketplace 参加ポリシー」を参照してください。 

従量課金制と BYOL の課金オプション 

従量課金モデルを公開オプションとして使用すると、使用量に応じたソフトウェア ライセンス収益をパート

ナー様とマイクロソフトの間で 80%/20% で分け合います。1 つのオファーの価格を従量課金制と BYOL 課金

モデルの両方を使用して設定できます。2 つの課金モデルがオファー レベルで個別の SKU として共存します。

Cloud パートナー ポータルでオファーの課金モデルを構成します。 

以下の例をご覧ください。 

 従量課金制を有効にすると、次のようになります。 

ライセンス費用 1.00 ドル/時間 

Azure の使用料 (D1/1 コア) 0.14 ドル/時間 

お客様にはマイクロソフトが請求 1.14 ドル/時間 

このシナリオでは、パートナー様が公開した VM イメージの使用に対してマイクロソフトが 0.14 ドル/時

間を請求します。 

マイクロソフトが請求 1.14 ドル/時間 

マイクロソフトがライセンス費用の 80% をパートナー様に支払う 0.80 ドル/時間 

マイクロソフトがライセンス費用の 20% を保持 0.20 ドル/時間 

マイクロソフトが Azure の使用料を保持 0.14 ドル/時間 

 BYOL オプションを有効にした場合は、次のような結果になります。 

ライセンス費用 パートナー様が交渉・課金するライセンス料 

Azure の使用料 (D1/1 コア) 0.14 ドル/時間 

お客様にはマイクロソフトが請求 0.14 ドル/時間 

https://github.com/MicrosoftDocs/azure-docs/blob/master/articles/marketplace/billing-options-azure-marketplace.md
https://azuremarketplace.microsoft.com/ja-jp
https://azure.microsoft.com/ja-jp/support/legal/marketplace/participation-policies/


 

このシナリオでは、パートナー様が公開した VM イメージの使用に対してマイクロソフトが 0.14 ドル/時

間を請求します。 

マイクロソフトが請求 0.14 ドル/時間 

マイクロソフトが Azure の使用料を保持 0.14 ドル/時間 

マイクロソフトがライセンス費用の 0% を保持 0 ドル/時間 

一括請求と支払いの方法 

Marketplace でトランザクションの公開オプションを使用することの大きなメリットは、ライセンス費用と 

Azure 使用料が直接お客様に一括で請求されることです。 

このシナリオでは、マイクロソフトがパートナー様に代わって請求し、代金を受け取ります。マイクロソフト

が請求を行うため、パートナー様は独自にお客様との調達関係を築く必要がなくなります。一括請求は時間と

リソースの節約につながります。また、代金の回収ではなく売上獲得に専念できるようになります。 

Enterprise Agreement 
Microsoft Enterprise Agreement をご利用の場合は、Enterprise Agreement を使用してマイクロソフト製品の

代金を支払うことができます。Azure の使用も含めて製品の代金を支払うことができます。Enterprise 

Agreement を使用した支払いは、3 年以上の期間でソフトウェアおよびクラウド サービスのライセンスを取

得したいと考えている組織向けで、一括前払いではなく分割で支払います。従量課金制の公開オプションを使

用した場合、ソフトウェア ライセンス料の課金は Enterprise Agreement の四半期の超過分の課金サイクルに

従います。 

年額コミットメント 

Enterprise Agreement をご利用の場合は、Azure を  Enterprise Agreement に追加できます。Azure を 

Enterprise Agreement に追加するには、Azure の年額コミットメントを前払いします。年額コミットメントは 

1 年を通じて消費されます。年額コミットメントには任意の組み合わせの Azure サービスの使用が含まれます。 

次のステップ 

「Azure Marketplace と AppSource の公開ガイド」を確認してください。 



仮想マシン オファーの公開ガイド 
2018/7/13 • 読了時間 3 分 • オンラインで編集 

 

仮想マシンのイメージは Azure Marketplace でソリューションを公開する主な方法の 1 つです。このガイドで

このオファーの要件ついての理解を深めてください。 

これは Marketplace を通じてデプロイおよび課金を行うトランザクション オファーです。ユーザーに表示す

る CTA は「今すぐ入手する」です。 

無料試用版 

BYOL 課金モデルを使用する際に、期間限定ソフトウェア ライセンスを利用してユーザーがオファーをテスト

できるようにすることができます。このオファーをデプロイするための要件は下のとおりです。 

要件 詳細 

無料試用期間と試用エクスペリエンス お客様は期間限定でアプリを無料で試用できます。お客様

はオファーのライセンス料またはサブスクリプション料を

支払う必要はありません。お客様は基盤となるマイクロソ

フトのファーストパーティ製品またはサービスの対価を支

払う必要はありません。試用版オプションはすべて Azure 

サブスクリプションにデプロイされます。パートナー様が

単独でコストの最適化と管理を制御します。無料試用版ま

たは対話型デモを選択できます。どちらを選択するにせ

よ、無料試用版では、お客様が追加費用なしでオファーを

試用するための所定の時間を事前に設定する必要がありま

す。 

簡単に構成でき、すぐに使用可能なソリューション アプリはすばやく簡単に構成、セットアップできる必要

があります。 

可用性/アップタイム SaaS アプリまたはプラットフォームのアップタイムは少

なくとも 99.9% でなければなりません。 

Azure Active Directory オファーは同意が有効な Azure Active Directory (Azure 

AD) フェデレーション シングル サインオン (Azure AD 

フェデレーション SSO) を許可する必要があります。 

体験版 

サービスとしてのインフラストラクチャ (IaaS) アプリまたは SaaS アプリを通じて 1 つ以上の仮想マシンをデ

プロイします。体験版の公開オプションのメリットは、パートナーがホストするガイド ツアーにより、仮想

マシンまたはソリューション全体のプロビジョニングが自動化されていることです。体験版では、お客様は追

加費用なしで評価が行えます。お客様は既存の Azure ユーザーでなくても試用版を使用できます。 

開始するには amp-testdrive@microsoft.com までお知らせください。 

要件 詳細 

Marketplace アプリがある IaaS または SaaS を介した 1 つ以上の仮想マシン 

https://github.com/Microsoft/azure-docs/blob/master/articles/marketplace/marketplace-virtual-machines.md


対話型デモ 

対話型デモを使用して、ソリューションのガイド付きエクスペリエンスをお客様に提供します。対話型デモの

公開オプションのメリットは、複雑なソリューションによる複雑なプロビジョニングなしで試用エクスペリエ

ンスを提供できることです。 

仮想マシンのオファー 

お客様に関連付けられているサブスクリプションに仮想アプライアンスをデプロイするときは、オファーの種

類として仮想マシンを使用します。仮想マシンは従量課金制または BYOL のライセンス モデルを使用して完全

に販売可能です。マイクロソフトが商取引をホストし、パートナー様に代わってお客様に請求します。パート

ナー様にとっては、お客様とマイクロソフトの間で推奨される支払い関係 (Enterprise Agreement など) を利用

できるメリットがあります。 

注意 

現在、Enterprise Agreement に関連付けられている年額コミットメントは Azure での仮想マシンの利用には使用できま

すが、ソフトウェア ライセンス料には使用できません。 

 

注意 

イメージと価格をプライベート オファーとして発行することで、仮想マシンの検出およびデプロイを行えるお客様を

限定することができます。プライベート オファーは、親密なお客様に排他的なオファーを作成し、カスタマイズされ

たソフトウェアと条件を提供できます。条件をカスタマイズすることによって、特別な価格と条件によるフィールド主

導の取引や、限定リリースのソフトウェアの早期アクセスなど、さまざまなシナリオを演出できます。プライベート 

オファーは、そうした詳細から新しい SKU を作成し、限られた数のお客様に特定の価格や製品を提供できます。 

 プライベート オファーの詳細については、「Azure Marketplace のプライベート オファー (英語)」 

(azure.microsoft.com/blog/private-offers-on-azure-marketplace) をご覧ください。 

 

要件 詳細 

課金と使用状況の測定 仮想マシンは BYOL または従量課金制の月額課金をサ

ポートする必要があります。 

Azure 互換仮想ハード ディスク (VHD) 仮想マシンは Windows または Linux 上に構築されている

必要があります。 

 Linux VHD の作成の詳細については、「Azure と互換

性のある VHD の作成 (Linux ベース)」セクション 

(docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace- 

publishing/marketplace-publishing-vm-image- 

creation#2-create-an-azure-compatible-vhd-linux- 

based) を参照してください。 

 Windows VHD の作成の詳細については、「Azure と

互換性のある  VHD の作成  (Windows ベース )」 

(docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace-

publishing/marketplace-publishing-vm-image-

creation#3-create-an-azure-compatible-vhd-windows-

based) を参照してください。 

 

次のステップ 

まだ登録していない場合は、 

 マーケットプレースに登録する 

登録済みで、新規のオファーを作成しているか、既存のオファーを編集している場合は、 

https://azure.microsoft.com/ja-jp/blog/private-offers-on-azure-marketplace/
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace-publishing/marketplace-publishing-vm-image-creation#2-create-an-azure-compatible-vhd-linux-based
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace-publishing/marketplace-publishing-vm-image-creation#2-create-an-azure-compatible-vhd-linux-based
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace-publishing/marketplace-publishing-vm-image-creation#2-create-an-azure-compatible-vhd-linux-based
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace-publishing/marketplace-publishing-vm-image-creation#2-create-an-azure-compatible-vhd-linux-based
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace-publishing/marketplace-publishing-vm-image-creation#3-create-an-azure-compatible-vhd-windows-based
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace-publishing/marketplace-publishing-vm-image-creation#3-create-an-azure-compatible-vhd-windows-based
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace-publishing/marketplace-publishing-vm-image-creation#3-create-an-azure-compatible-vhd-windows-based
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace-publishing/marketplace-publishing-vm-image-creation#3-create-an-azure-compatible-vhd-windows-based
https://azuremarketplace.microsoft.com/ja-jpll


 Cloud パートナー ポータルにログインしてオファーを作成または完成させる 

https://cloudpartner.azure.com/


Azure アプリケーション: ソリューション  

テンプレート オファーの公開ガイド 
2018/7/13 • 読了時間 2 分 • オンラインで編集 

 

ソリューション テンプレートは Marketplace でソリューションを公開する主な手法の 1 つです。このガイド

でこのオファーの要件ついての理解を深めてください。 

これはマーケットプレースを通じてデプロイおよび課金を行うトランザクション オファーです。ユーザーに

表示する CTA は「今すぐ入手する」です。 

ソリューションがシンプルな仮想マシンに加えてデプロイと構成の自動化が必要な場合は、Azure アプリ (ソ

リューション テンプレート) というオファーの種類を使用します。Azure アプリ (ソリューション テンプレー

ト) を使用して 1 つまたは複数の仮想マシンのプロビジョニングを自動化できます。また、ネットワークとス

トレージのリソースをプロビジョニングできます。Azure アプリ (ソリューション テンプレート) では、1 つの

仮想マシンや IaaS ソリューション全体を自動化できるというメリットが得られます。 

ソリューション テンプレートの要件 

要件 詳細 

課金と使用状況の測定 リソースはお客様の Azure サブスクリプションでプロビ

ジョニングされます。従量課金制の仮想マシンはマイクロ

ソフト経由でお客様と取り引きされ、お客様の Azure サブ

スクリプション (従量課金制) を通じて課金されます。 

BYOL の場合は、マイクロソフトがお客様のサブスクリプ

ションで発生するインフラストラクチャ費用を請求し、

パートナー様が直接お客様からソフトウェア ライセンス

料を徴収します。 

 

Azure 互換仮想ハード ディスク (VHD) 仮想マシンは Windows または Linux 上で作成します。 

 Linux VHD の作成の詳細については、「Azure と互換

性のある VHD の作成 (Linux ベース)」セクション 

(docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace- 

publishing/marketplace-publishing-vm-image- 

creation#2-create-an-azure-compatible-vhd-linux- 

based) を参照してください。 

 Windows VHD の作成の詳細については、「Azure と

互換性のある  VHD の作成  (Windows ベース )」 

(docs.microsoft.com/azure/marketplace-

publishing/marketplace-publishing-vm-image-

creation#3-create-an-azure-compatible-vhd-windows-

based) を参照してください。 

 

次のステップ 

まだ登録していない場合は、 

 マーケットプレースに登録する 

登録済みで、新規のオファーを作成しているか、既存のオファーを編集している場合は、 

https://github.com/Microsoft/azure-docs/blob/master/articles/marketplace/marketplace-solution-templates.md
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace-publishing/marketplace-publishing-vm-image-creation#2-create-an-azure-compatible-vhd-linux-based
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace-publishing/marketplace-publishing-vm-image-creation#2-create-an-azure-compatible-vhd-linux-based
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace-publishing/marketplace-publishing-vm-image-creation#2-create-an-azure-compatible-vhd-linux-based
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace-publishing/marketplace-publishing-vm-image-creation#2-create-an-azure-compatible-vhd-linux-based
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace-publishing/marketplace-publishing-vm-image-creation#3-create-an-azure-compatible-vhd-windows-based
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace-publishing/marketplace-publishing-vm-image-creation#3-create-an-azure-compatible-vhd-windows-based
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace-publishing/marketplace-publishing-vm-image-creation#3-create-an-azure-compatible-vhd-windows-based
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace-publishing/marketplace-publishing-vm-image-creation#3-create-an-azure-compatible-vhd-windows-based
https://azuremarketplace.microsoft.com/ja-jpll


 Cloud パートナー ポータルにログインしてオファーを作成または完成させる 

https://cloudpartner.azure.com/


Azure アプリケーション: マネージド  

アプリケーション オファーの公開ガイド 
2018/7/13 • 読了時間 2 分 • オンラインで編集 

 

ソリューション テンプレートは Marketplace でソリューションを公開する主な手法の 1 つです。このガイド

でこのオファーの要件についての理解を深めてください。 

これはマーケットプレースを通じてデプロイおよび課金を行うトランザクション オファーです。ユーザーに

表示する CTA は「今すぐ入手する」です。 

次の条件が必須である場合には、オファーの種類として Azure アプリ (マネージド アプリ) を使用します。 

 仮想マシンまたは IaaS ベースのソリューションを使用してお客様向けにサブスクリプション ベースのソ

リューションをデプロイする 

 パートナー様またはそのお客様がパートナーによるソリューションの管理を必要としている 

注意 

たとえば、SI またはマネージド サービス プロバイダー (MSP) がパートナーに該当します。 

マネージド アプリケーション オファー 

要件 詳細 

お客様の Azure サブスクリプションにデプロイ マネージド アプリはお客様のサブスクリプションでデプ

ロイされている必要があります。サード パーティが管理

できます。 

課金と使用状況の測定 リソースはお客様の Azure サブスクリプションでプロビ

ジョニングされます。従量課金制の仮想マシンはマイク

ロソフトがお客様と取り引きし、お客様の Azure サブス

クリプション (従量課金制) 経由で課金されます。 

BYOL の場合は、マイクロソフトがお客様のサブスクリプ

ションで発生するインフラストラクチャ費用を請求し、

パートナー様が直接お客様からソフトウェア ライセンス

料を徴収します。 

 

Azure 互換仮想ハード ディスク (VHD) 仮想マシンは Windows または Linux 上で作成します。 

 Linux VHD の作成の詳細については、「Azure と互換

性のある VHD の作成 (Linux ベース)」セクション 

(docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace- 

publishing/marketplace-publishing-vm-image- 

creation#2-create-an-azure-compatible-vhd-linux- 

based) を参照してください。 

 Windows VHD の作成の詳細については、「Azure と

互換性のある  VHD の作成  (Windows ベース )」 

(docs.microsoft.com/azure/marketplace-

publishing/marketplace-publishing-vm-image-

creation#3-create-an-azure-compatible-vhd-windows-

based) を参照してください。 

 
 

https://github.com/Microsoft/azure-docs/blob/master/articles/marketplace/marketplace-managed-apps.md
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace-publishing/marketplace-publishing-vm-image-creation#2-create-an-azure-compatible-vhd-linux-based
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace-publishing/marketplace-publishing-vm-image-creation#2-create-an-azure-compatible-vhd-linux-based
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace-publishing/marketplace-publishing-vm-image-creation#2-create-an-azure-compatible-vhd-linux-based
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace-publishing/marketplace-publishing-vm-image-creation#2-create-an-azure-compatible-vhd-linux-based
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace-publishing/marketplace-publishing-vm-image-creation#3-create-an-azure-compatible-vhd-windows-based
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace-publishing/marketplace-publishing-vm-image-creation#3-create-an-azure-compatible-vhd-windows-based
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace-publishing/marketplace-publishing-vm-image-creation#3-create-an-azure-compatible-vhd-windows-based
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace-publishing/marketplace-publishing-vm-image-creation#3-create-an-azure-compatible-vhd-windows-based


 

注意 

マネージド アプリはマーケットプレースを通じてデプロイできる必要があります。お客様とのコミュニケーションに

懸念がある場合は、潜在顧客の共有を有効にした後に、関心のあるお客様にリーチしてください。 

 

次のステップ 
まだ登録していない場合は、 

 マーケットプレースに登録する 

登録済みで、新規のオファーを作成しているか、既存のオファーを編集している場合は、 

 Cloud パートナー ポータルにログインしてオファーを作成または完成させる 

 

https://azuremarketplace.microsoft.com/ja-jpll
https://cloudpartner.azure.com/


SaaS アプリケーション オファーの公開ガイド 
2018/7/13 • 読了時間 5 分 • オンラインで編集 

 

SaaS アプリケーションはマーケットプレースで「お問い合わせ」、「今すぐ試す」、「今すぐ入手する」の 3 

種類の CTA で公開できます。このガイドでは、これら 3 つのオプションとそれぞれの要件について説明します。 

オファーの概要 

SaaS アプリケーションは両方の Azure ネットショップで提供できます。下表に、現在選択可能なオプション

をまとめています。 

ネットショップのオプション リスト 試用版/トランザクション 

AppSource あり (お問い合わせ) あり (Power BI/Dynamics) 

Azure Marketplace なし あり (SaaS アプリ) 

リスト: オファーの種類「お問い合わせ」で構成され、試用版レベルまたはトランザクション レベルでの参加

が適していない場合に使用します。このアプローチのメリットは、市場で提供しているソリューションを有す

るパブリッシャーが、すぐに潜在顧客を獲得できるようになり、成約につなげてビジネスを拡大できる点です。 

試用版/トランザクション: お客様はソリューションを直接購入するか、試用版を依頼するかを選択できます。

試用エクスペリエンスを提供すると、お客様に対するエンゲージメント レベルが高まり、お客様が購入前に

ソリューションを試せるようになります。試用エクスペリエンスでは、ネットショップでの販売促進のチャン

スが広がり、顧客エンゲージメントからより多くの有望な潜在顧客を期待できます。試用版には少なくとも試

用期間中の無料サポートを含める必要があります。 

SaaS アプリ オファー ビジネス要件 技術要件 

お問い合わせ ○ なし 

Power BI/Dynamics ○ 〇 (Azure AD 統合) 

SaaS アプリ ○ 〇 (Azure AD 統合) 

SaaS のリスト 

試用版や課金機能がない SaaS のリストの CTA は「お問い合わせ」とします。 

SaaS アプリケーションを掲載するために Azure Active Directory を構成する必要はありません。 

要件 詳細 

アプリが SaaS 製品である ソリューションが SaaS 製品で、マルチテナントの SaaS 

製品を提供する 

https://github.com/Microsoft/azure-docs/blob/master/articles/marketplace/marketplace-saas-applications-technical-publishing-guide.md


SaaS の試用版 

無料のサービスとしてのソフトウェア (SaaS) ベースの試用版を使用してソリューションまたはアプリを提供

します。無料試用版は使用または期間が限定された試用版アカウントとして提供できます。 

要件 詳細 

アプリが SaaS 製品である ソリューションは SaaS 製品で、マルチテナントの SaaS 

製品を提供する 

アプリが AAD 対応である お客様はパートナー様のドメインにリダイレクトされ、

パートナー様が直接お客様と取り引きする 

SaaS の試用版の技術要件 

SaaS アプリケーションの技術要件はシンプルです。パブリッシャーに必要とされるのは、公開する  Azure 

Active Directory (Azure AD) と統合することだけです。Azure AD とアプリケーションの統合に関する文書は用

意されており、マイクロソフトはこれを実現する多くの SDK やリソースを提供しています。 

まず、Azure Marketplace への公開専用のサブスクリプションを入手して、他の取り組みから切り離すことを

お勧めします。サブスクリプションを入手したら、そのサブスクリプションで SaaS アプリケーションをデプ

ロイし、開発作業を開始することができます。 

Azure Active Directory に関する最適な資料、サンプル、ガイダンスは次の Web サイトにあります。 

 Azure Active Directory の開発者向けガイド 

 Azure Active Directory との統合 

 アプリケーションを Azure Active Directory と統合 

 Azure のロードマップ - セキュリティと ID 

ビデオ チュートリアルは次をご覧ください。 

 Vittorio Bertocci による Azure Active Directory の認証 (英語) 

 Azure Active Directory の ID のテクニカル ブリーフィング - パート 1 (全 2 回、英語) 

 Azure Active Directory の ID のテクニカル ブリーフィング - パート 2 (全 2 回、英語) 

 Microsoft Azure Active Directory を使用したアプリの構築 (英語) 

 Active Directory に注目した Microsoft Azure 関連ビデオ (英語) 

無料の Azure Active Directory トレーニングは以下をご覧ください。 

 IT プロフェッショナル向け Microsoft Azure コンテンツ シリーズ: Azure Active Directory (英語) 

さらに、Azure Active Directory でサービスの更新情報を確認できます。 

 Azure AD サービスの更新情報 

Azure Active Directory を使用して試用版を有効にする 

マイクロソフトは Azure AD を使用してすべての Marketplace ユーザーの認証を行います。このため、認証済

みのユーザーが Marketplace に掲載されている試用版をクリックして試用版環境にリダイレクトされたら、追

加のサインインなしで直接ユーザーに試用版を提供できます。認証時にアプリが Azure AD から受け取るトー

クンには、アプリのユーザー アカウント作成に使用できる貴重なユーザー情報が含まれるため、エクスペリ

エンスのプロビジョニングを自動化できるようになり、コンバージョンの確率が高まります。トークンの詳細

については、サンプル トークンのページを参照してください。 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/active-directory/develop/
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/active-directory/develop/active-directory-how-to-integrate
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/active-directory/develop/quickstart-v1-add-azure-ad-app
https://azure.microsoft.com/ja-jp/updates/?category=security-identity
https://channel9.msdn.com/Shows/XamarinShow/Episode-27-Azure-Active-Directory-Authentication-with-Vittorio-Bertocci?term=azure%20active%20directory%20integration
https://channel9.msdn.com/Blogs/MVP-Enterprise-Mobility/Azure-Active-Directory-Identity-Technical-Briefing-Part-1-of-2?term=azure%20active%20directory%20integration
https://channel9.msdn.com/Blogs/MVP-Azure/Azure-Active-Directory-Identity-Technical-Briefing-Part-2-of-2?term=azure%20active%20directory%20integration
https://channel9.msdn.com/Blogs/Windows-Development-for-the-Enterprise/Building-Apps-with-Microsoft-Azure-Active-Directory?term=azure%20active%20directory%20integration
https://azure.microsoft.com/ja-jp/resources/videos/index/?services=active-directory
https://mva.microsoft.com/en-US/training-courses/microsoft-azure-for-it-pros-content-series-azure-active-directory-16754?l=N0e23wtxC_2106218965
https://azure.microsoft.com/ja-jp/updates/?product=active-directory
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/active-directory/develop/id-tokens


Azure AD を使用してアプリまたは試用版へのワンクリック認証を有効にすると、次の効果が得られます。 

 Marketplace から試用版へのカスタマー エクスペリエンスが円滑になります。 

 ユーザーがマーケットプレースからパブリッシャーのドメインや試用版環境にリダイレクトされても「製

品内エクスペリエンス」の感覚を維持します。 

 追加でサインインを行わなくて済むので、リダイレクトの時点で使用をあきらめてしまう可能性が低くな

ります。 

 大規模な Azure AD ユーザーのデプロイの障壁を軽減します。 

Marketplace 向けに Azure AD 統合を認定する 

Azure AD 統合は、アプリケーションがシングルテナントかマルチテナントか、また Azure AD フェデレーショ

ン シングル サインオン (SSO) を初めて使用するか既にサポートしているかに応じて、いくつかの方法で認定

できます。 

マルチテナント アプリケーションの場合 

Azure AD を既にサポートしている場合は、次を実行します。 

1. Azure Portal にアプリケーションを登録する 

2. Azure AD のマルチテナント サポート機能を有効にして「ワンクリック」試用エクスペリエンスを可能

にする。詳細についてはこちらをご確認ください。 

Azure AD フェデレーション シングル サインオンを初めて使用する場合は、次を実行します。 

1. Azure Portal にアプリケーションを登録する 

2. OpenID Connect または OAuth 2.0 を使用して Azure AD のシングル サインオンを開発する 

3. Azure AD のマルチテナント サポート機能を有効にして「ワンクリック」試用エクスペリエンスを可能

にする。詳細についてはこちらをご確認ください。 

シングルテナント アプリケーションについては次のオプションを使用します。 

 Azure Active Directory B2B を使用してユーザーを Active Directory にゲスト ユーザーとして追加する 

 「お問い合わせ」を使用してお客様向けに試用版を手作業でプロビジョニングする 

 お客様ごとの「体験版」を開発する 

 シングル サインオン対応のマルチテナント サンプル デモ アプリを構築する 

SaaS サブスクリプション 

オファーの種類「SaaS アプリ」を使用して、お客様が SaaS 技術ソリューションをサブスクリプションとして

購入できるようにします。SaaS アプリは次の要件を満たす必要があります。 

 サービスの価格および課金は月額定額とする 

 サービスをいつでもアップグレードまたはキャンセルできる手段を提供する。マイクロソフトは商取引を

ホストします。マイクロソフトはパートナー様に代わってお客様に請求します。SaaS アプリをサブスク

リプションとして課金するには、パートナー様独自のサブスクリプション管理サービス API を有効にする

必要があります。サブスクリプション管理サービス API は Azure Resource Manager API と直接通信する

必要があります。サブスクリプション管理サービス API はサービスのプロビジョニング、アップグレード、

キャンセルをサポートする必要があります。 

 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/active-directory/develop/quickstart-v1-add-azure-ad-app
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/active-directory/develop/v1-protocols-openid-connect-code
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/active-directory/develop/v1-protocols-oauth-code
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/active-directory/develop/quickstart-v1-add-azure-ad-app
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/active-directory/b2b/what-is-b2b


要件 詳細 

課金と使用状況の測定 オファーは毎月定額で課金されます。従量制の価格と

「補正発注」は現時点でサポートされていません。 

キャンセル オファーはお客様がいつでもキャンセルできます。 

トランザクション ランディング ページ ユーザーが SaaS サービス アカウントを作成、管理でき

る Azure の共同ブランド トランザクション ランディング 

ページをパートナー様がホストします。 

サブスクリプション API SaaS サブスクリプションを編集してユーザー アカウント

やサービス プランを作成、更新、削除できるサービスを

パートナー様が提供します。重要な API の変更は 24 時間

以内にサポートする必要があります。重要でない API の

変更は定期的にリリースされます。 

 

次のステップ 

まだ登録していない場合は、 

 マーケットプレースに登録する 

登録済みで、新規のオファーを作成しているか、既存のオファーを編集している場合は、 

 Cloud パートナー ポータルにログインしてオファーを作成または完成させる 

 

 

https://azuremarketplace.microsoft.com/ja-JPll
https://cloudpartner.azure.com/


コンテナー オファーの公開ガイド 
2018/7/13 • 読了時間 2 分 • オンラインで編集 

 

コンテナー オファーはコンテナー イメージを Azure Marketplace に公開するうえで役立ちます。このガイド

でこのオファーの要件についての理解を深めてください。 

これはマーケットプレースを通じてデプロイおよび課金を行うトランザクション オファーです。ユーザーに

表示する CTA は「今すぐ入手する」です。 

ソリューションが Kubernetes ベースの Azure コンテナー サービスとしてプロビジョニングされる Docker コ

ンテナー イメージの場合は、オファーの種類「コンテナー」を使用します。 

注意 

たとえば、Azure Kubernetes Service または Azure Container Instances などの Kubernetes ベースの Azure コンテナー 

サービスで、Azure のお客様が選択する Kubernetes ベースのコンテナー ランタイムです。 

マイクロソフトは現在無料および BYOL のライセンス モデルをサポートしています。 

コンテナー オファー 

要件 詳細 

課金と使用状況の測定 無料または BYOL 課金モデルのいずれかをサポートしま

す。 

Dockerfile から構築したイメージ コンテナー イメージは Docker イメージの仕様に従い、

Dockerfile から構築する必要があります。 

 Docker イメージの構築の詳細については、 

「Usage (英語)」セクション  

(docs.docker.com/engine/reference/builder/#usage) を

ご覧ください。 

ACR でのホスティング コンテナー イメージは Azure Container Registry (ACR) リ

ポジトリでホストされる必要があります。 

 ACR の扱いの詳細については、「クイック スタート: 

Azure Portal を使用したコンテナー レジストリの作

成」ページ (docs.microsoft.com/ja-jp/azure/container-

registry/container-registry-get-started-portal) を参照

してください。 

イメージのタグ付け コンテナー イメージには少なくとも 1 つのタグを付ける

必要があります (最大: 16)。 

 イメージのタグ付けの詳細については、 

「docker tag (英語)」ページ 

(docs.docker.com/engine/reference/commandline/tag) 

をご覧ください。 

 

https://github.com/Microsoft/azure-docs/blob/master/articles/marketplace/marketplace-containers.md
https://docs.docker.com/engine/reference/builder/#usage
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/container-registry/container-registry-get-started-portal
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/container-registry/container-registry-get-started-portal
https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/tag


次のステップ 

まだ登録していない場合は、 

 マーケットプレースに登録する 

登録済みで、新規のオファーを作成しているか、既存のオファーを編集している場合は、 

 Cloud パートナー ポータルにログインしてオファーを作成または完成させる 

https://azuremarketplace.microsoft.com/ja-jpll
https://cloudpartner.azure.com/


Azure Marketplace コンサルティング サービス 
2018/7/10 • 読了時間 7 分 • オンラインで編集 

 

Azure Marketplace のコンサルティング サービスは、Azure の使用をサポートし拡張するためにサービスとお

客様をつなげるという目標をマイクロソフト パートナー様に提供します。Azure Marketplace はマイクロソフ

トのシステム インテグレーター (SI) パートナー様からのコンサルティング サービス オファーの掲載をサポー

トします。 

コンサルティング サービスはお客様固有のエンゲージメントです。パブリッシャーはリストの種類を選択す

ることができ、一定の範囲と期間に、固定価格か無料でお客様に提供する成果物について規定します。パート

ナー様は CRM システムで通知を受けたら 48 時間以内に要求に対応することを目指します。 

Azure Marketplace と AppSource のネットショップの 

コンサルティング サービス 

マーケットプレースのネットショップは、お客様が必要なものを見つけやすいように、対象ユーザーや取り扱

うマイクロソフトのクラウド製品によって分けられています。各ネットショップは、公開への投資を最大化で

きるように特化した公開オプションを提供しています。以下の表にオプションについてまとめています。 

 AZURE MARKETPLACE APPSOURCE 

対象ユーザー IT プロフェッショナルとクラウド開

発者 

ビジネス ユーザー/基幹業務の意思決

定者 

ソリューションの関連性 Azure 向けまたは Azure 上で構築さ

れた技術アプリ 

Dynamics 365 、 Power BI 、 Office 

365、Azure を活用/拡張するビジネ

ス アプリ (アドインまたはアドオン

の完成したアプリ) 

公開オプション 問い合わせ、試用版、トランザク

ション コンサルティング サービス 

問い合わせ、試用版、コンサルティ

ング サービス 

製品内エクスペリエンス Azure 管理ポータル Dynamics 365、Office 365、Office ク

ライアント 

その他の質問 Azure Stack 経由のオンプレミスでの

公開 

アプリ 

 

注意 

Azure Marketplace のコンサルティング サービスは、Azure のテクニカル ソリューションおよびサービスに焦点を当て

たテクニカル ユーザー向けのオファーを活用する必要があります。 

Microsoft Dynamics 365、Office 365、Power BI がベースのサービス オファーは AppSource への掲載資格があ

ります。詳細については、「Microsoft AppSource コンサルティング サービス リスティング ガイドライン (英

語)」を参照してください。 

https://github.com/Microsoft/azure-docs/blob/master/articles/marketplace/consulting-services.md
https://smp-cdn-prod.azureedge.net/documents/Microsoft%20AppSource%20Partner%20Listing%20Guidelines.pdf
https://smp-cdn-prod.azureedge.net/documents/Microsoft%20AppSource%20Partner%20Listing%20Guidelines.pdf


ヒント 

これは Azure Marketplace サービスのみに関する情報です。Azure Marketplace のネットショップに公開するには、

Cloud パートナー ポータルの [Primary Product] ドロップダウン メニューから [Azure] を選択します。AppSource に公

開するには、Cloud パートナー ポータルの [Primary Product] ドロップダウン メニューから [Dynamics 365]、[Power BI] 

または [Power Apps] を選択します。 

 

対象パートナーとサポートされている国 

また、パートナー様は当該サービス分野において Silver または Gold コンピテンシーを取得している必要があ

ります。適格なコンピテンシーを以下の表に示します。 

コンピテンシー ソリューションの分野 

クラウド プラットフォームとインフラストラクチャ クラウド プラットフォーム、データ センター 

アプリケーション開発と ISV アプリケーション開発、アプリケーショ統合、DevOps 

データ管理と分析 データ分析、データ プラットフォーム 

詳細については、Microsoft Partner Network のコンピテンシーのページを参照してください。 

SI パートナー様はコンサルティング サービス オファーを次の 18 か国で提供できます。 

対象国   

オーストラリア ドイツ ニュージーランド 

ベルギー イタリア ノルウェー 

カナダ インド ポーランド 

デンマーク 日本 スウェーデン 

フィンランド メキシコ 英国 

フランス オランダ 米国 

Azure Marketplace コンサルティング サービスが最初に提供開始されるのはオーストラリア、カナダ、英国、

米国です。他の国々のカタログは、パートナー様が提出する魅力的なサービス オファーがある程度の数に達

し、マイクロソフトがそれを承認してから開始されます。 

Azure Marketplace のコンサルティング サービスに登録する方法 

まずコンサルティング サービスを Azure Marketplace に登録します。登録要件の全チェックリストについては、

パブリッシャーは Marketplace のパブリッシャーのページを参照してください。 

登録後の流れ: オンボーディング チームが 1 - 3 営業日後に Cloud パートナー ポータル (CPP) ログイン情報の

含まれるウェルカム メールをお送りします。Cloud パートナー ポータルはオファーを掲載するポータルで、

パブリッシャーが登録情報と提出物を提出します。 

 

https://partner.microsoft.com/ja-jp/membership/competencies
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace/become-publisher
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace/become-publisher
https://cloudpartner.azure.com/


注意 

パートナー様は 1 回登録するだけでパブリッシャーになることができます。ウェルカム メールと Cloud パートナー 

ポータルのログイン情報が届いたら、パブリッシャーは異なる登録リストの種類を公開するのに再登録する必要はあり

ません。 

公開する成果物を準備する 

登録する前に、対象となるお客様に対してサービスとソリューションの価値を明確に示すうえで役立つコンテ

ンツの収集と準備を始めることができます。 

新しいパブリッシャーの設定 

MPN ID 

会社のロゴ (48 x 48、216 x 216) 

潜在顧客の誘導先 

 

新しいオファーの設定 

オファー名 (200 文字) と説明 (2,000 文字) 

コンピテンシー 

国/地域の提供状況 

エンゲージメントの期間 

対象の業界、カテゴリ、検索キーワード 

製品概要ビデオ 

スクリーンショット (最大 5 つ、1,280 x 720) 

マーケティング資料 (最大 3 つ) 

 

公開プロセス 

コンサルティング サービスのオファーを Azure Marketplace に掲載するには次の手順に従います。 

1. リクエスト: リクエストを送信するには、Azure Marketplace 申請フォーム (英語) を使用し、パート

ナー様に関する詳しい情報を伝えてください。メモ: パブリッシャーは Azure Marketplace または 

AppSource に掲載するために申請プロセスを 1 度だけ行う必要があります。申請とオンボーディング

のプロセスが完了すると、Cloud パートナー ポータルが作成され、パブリッシャーはオファーの登録

情報を作成して送信できるようになります。 

2. 検証: パートナー様のリクエストを確認し、適格条件が満たされていることを確認します。その後、マ

イクロソフトがコンサルティング サービス オファーの掲載方法を送信します。 

3. 提出: 指示書に記載されている必須情報を提供します。コンテンツおよび補足資料はすべて英語で提出

しなければなりません。 

https://azuremarketplace.microsoft.com/ja-jp/sell/signup


4. レビュー: マーケティング チームおよび編集チームが提出物をレビューし、読みやすさ、文法、有効性

を最適な形に整えます。 

5. ステージング: 提出物のレビューが行われます。 

6. 公開: パートナー様とマイクロソフトがステージングのコンテンツに満足したら、登録リストを Azure 

Marketplace に公開できるようになります。登録リストの掲載日は、オファーで指定した国によって異

なります。選択した国のカタログが既に Azure Marketplace で掲載されている場合は、数時間で掲載さ

れます。それ以外の場合はカタログが掲載されるとすぐに掲載されます。 

オファーの登録リストとコンテンツのレビュー基準 

オファーは次の 5 つのサービスの種類のいずれかでなければなりません (1 つ以上を選択できます)。 

 評価: お客様の環境を評価。ソリューションの適用性を見極め、費用と納期を見積もります。 

 ブリーフィング: ソリューションまたはコンサルティング サービスの紹介。フレームワーク、デモ、顧客

事例を使用してお客様の関心を引き付けます。 

 実装: 完全に機能するソリューションの完全なインストール。2 週間以内に実装可能なソリューションに

限定することをお勧めします。 

 概念実証: ソリューションがお客様の要求に応えるものかどうかを確かめるための限定的な実装。 

 ワークショップ: お客様の施設内で行う対話形式のエンゲージメント。トレーニング、ブリーフィング、

評価、お客様のデータまたは環境に基づくデモなどを含みます。 

メモ: サービスの種類のブリーフィングを除き、コンサルティング サービスは直接 (つまり、お客様の施設ま

たはパートナー様の施設で) または仮想的に (すなわちテレビ会議、Web 会議、リモート実装を通して) 提供で

きます。ブリーフィングは直接提供する必要があります。 

上記の必要な要素を構成したら、コンテンツ レビュー チームがパートナー様のオファーの説明が対象ユー

ザーに対して十分な内容になっていることを確認します。 

登録リストのタイトル 

タイトルは 50 文字が上限で、オファーの期間とサービスの種類を伝える内容にします。これは検索エンジン

最適化の効果を最大限に高めるためです。「名前: 期間 種類」という形式にする必要があります。 

例: 

サンプル タイトル 正しい形式 

製造業で Azure IoT を使い始める 製造業向け IoT: 2 日間 評価 

スマート トースターのワークショップ スマート トースター: 1 週間 ワークショップ 

SQL Server の移行の概念実証 SQL の移行: 3 週間 概念実証 

登録リストの概要と説明 

オファーの説明とオファーの概要のレビューでは次の基準が適用されます。 

オファーの種類 必須 推奨 

評価 数日または数週間にわたる評価の

詳細な計画を含め、お客様が期待

できる成果物について明確に説明

します。 

オファーの概要を検索エンジン最

適化の上位キーワードで最適化し

ます。 



オファーの種類 必須 推奨 

ブリーフィング お客様が期待できる成果物について

明確に説明します。ブリーフィング

は直接提供しなければならない点に

注意します。仮想化サービスを提供

する場合は、別のオファーの種類を

選択してください。 

オファーの概要を検索エンジン最

適化の上位キーワードで最適化し

ます。 

実装 数日または数週間にわたる評価の

詳細な計画を含め、エンジニアリ

ングの変更、技術的成果物、その

他のお客様がエンゲージメントの

成果として期待できる成果物につ

いて明確に説明します。 

オファーの概要を検索エンジン最

適化の上位キーワードで最適化し

ます。 

概念実証 エンジニアリングの変更、技術的

成果物、その他のお客様がエン

ゲージメントの成果として期待で

きる成果物について明確に説明し

ます。 

オファーの概要を検索エンジン最

適化の上位キーワードで最適化し

ます。 

ワークショップ 選択したオファーの期間に応じた

日・週・月単位での詳細な計画を

含めます。ワークショップの学習

目標やその他の成果物について明

確にします。 

オファーの概要を検索エンジン最

適化の上位キーワードで最適化し

ます。 

 

Cloud パートナー ポータル内で、Markdown を使用して登録リストに書式を追加できます。この軽量なデザイ

ン言語で登録リストを洗練させることができます。 

Markdown に関するメモ 

 斜体はテキストの最初と最後にアスタリスク (*) をスペースなしで追加する (例: 内容) 

 コロン (:) の後に改行を追加する 

 箇条書きはアスタリスク (*) の後にスペースを挿入する (例: *(スペース)内容) 

 見出しは ### スペースとする (例: ###(スペース)議題/成果物) 

 見出しの後に改行 

 ** = 太字 (スペースなし) (例: スペースなし) • オファーの概要は斜体にする • 議題と成果物は見出しとする 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/contribute/how-to-write-use-markdown


Office 365、Dynamics 365、Power Apps、 

Power BI のオファー公開ガイド 
2018/7/13/ • 読了時間 2 分 • オンラインで編集 

 

AppSource のネットショップは Dynamics 365、Office 365、Power BI、Power Apps を基盤とするオファーや

拡張するオファーを扱います。各製品について公開プロセスのガイドとなる資料が用意されています。各種オ

ファーの詳細情報へのリンクは以下をご覧ください。 

AppSource にはリスト オファーと試用版オファーがあり、CTA は「お問い合わせ」または「今すぐ試す」で

す。現在、AppSource にトランザクション機能はありません。 

製品別ガイド 

Office 365 

公開プロセスとガイドラインを確認します。 

Power Apps 

お客様が AppSource でアプリの体験版を使用する方法 (英語) について学びます。 

Power BI 

公開のプロセスとガイドラインを確認します。 

Dynamics 365 

Dynamics 365 for Finance and Operations 

Enterprise Edition 向けに構築する場合は、公開のプロセスとガイドラインを確認します。 

Dynamics 365 for Customer Engagement 

公開プロセスとガイドラインを確認します。 

次のステップ 

まだ登録していない場合は、 

 マーケットプレースに登録する 

Cloud パートナー ポータルに登録済みの場合は、 

 Cloud パートナー ポータルにログインしてオファーを作成または完成させる 

 

https://github.com/Microsoft/azure-docs/blob/master/articles/marketplace/appsource-offer-publishing-guide.md
https://docs.microsoft.com/ja-jp/office/dev/store/submit-to-the-office-store
https://powerapps.microsoft.com/ja-jp/blog/appsource-test-drive/
https://docs.microsoft.com/ja-jp/power-bi/developer/office-store
https://docs.microsoft.com/ja-jp/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/lcs-solutions/lcs-solutions-app-source
https://docs.microsoft.com/ja-jp/dynamics365/customer-engagement/developer/publish-app-appsource
https://azuremarketplace.microsoft.com/ja-jpll
https://cloudpartner.azure.com/


Azure Active Directory を使用して試用版を 

有効にする 
2018/7/19 • 読了時間 2 分 • オンラインで編集 

 

Azure Active Directory (Azure AD) は、業界標準のフレームワークを使用して職場または教育機関の Microsoft 

アカウントで認証可能なクラウド ID サービスです。Azure AD は OAuth と OpenID Connect での認証をサ

ポートしています。Azure Marketplace は Azure AD を使用してパートナー様およびお客様の認証を行います。 

Azure AD の詳細については、「Azure Active Directory」を参照してください 

お客様が Marketplace で試用版を選択すると、お客様は試用版環境にリダイレクトされます。試用版環境では、

追加のサインインなしでお客様の設定を直接行うことができます。アプリまたはオファーでは、認証時に 

Azure AD からトークンを受け取ります。トークンにはアプリまたはオファーのユーザー アカウント作成に使

用される重要なユーザー情報が含まれます。お客様の設定を自動化して、コンバージョンの確率を高めること

ができます。 

認証手続中に Azure AD から送信されるトークンの詳細については、トークンのサンプルのページを参照して

ください。 

Azure AD を使用してアプリまたは試用版のワンクリック認証を有効にします。Azure AD は次のメリットを提

供します。 

 Marketplace から試用版への円滑なカスタマー エクスペリエンスを実現します。 

 ユーザーがマーケットプレースからパブリッシャーのドメインや試用版環境にリダイレクトされても製品

内エクスペリエンスの感覚を維持します。 

 追加でサインインを行わなくて済むので、リダイレクトの時点で使用をあきらめてしまう可能性が低くな

ります。 

 大規模な Azure AD ユーザーのデプロイの障壁を軽減します。 

Marketplace の Azure AD 統合を認証する: マルチテナント アプリ 

Azure AD を使用して、ソリューションにおいて次のことをサポートします。 

 Marketplace のネットショップにアプリを登録する 

 Azure AD のマルチテナント サポート機能を有効にしてワンクリック試用エクスペリエンスを可能にする 

アプリの登録の詳細については、Azure Active Directory を使用したアプリケーションの統合ページを参照して

ください。 

Azure AD フェデレーション シングル サインオン (SSO) の使用が初めての場合は、次の手順を実行してください。 

1. Marketplace にアプリを登録します。 

2. OAuth 2.0 または OpenID Connect を使用して Azure AD のシングル サインオンを開発します。 

 OAuth 2.0 の詳細については、OAuth 2.0 のページを参照してください。 

 Open ID Connect の詳細については、OpenID Connect のページを参照してください。 

3. Azure Active Directory のマルチテナント サポート機能を有効にしてワンクリック試用エクスペリエン

スを提供します。 

AppSource 認定の詳細については、AppSource 認定のページを参照してください。 

https://github.com/Microsoft/azure-docs/blob/master/articles/marketplace/enable-trial-using-azure-ad.md
https://azuremarketplace.microsoft.com/ja-jp
https://azure.microsoft.com/ja-jp/services/active-directory/
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/active-directory/develop/id-tokens#sample-tokens
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/active-directory/develop/quickstart-v1-add-azure-ad-app
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/active-directory/develop/v1-protocols-oauth-code
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/active-directory/develop/v1-protocols-openid-connect-code
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/active-directory/develop/howto-get-appsource-certified


Marketplace の Azure AD 統合を認証する: シングルテナント アプリ 

Azure AD を使用して、シングルテナント ソリューションの次のいずれかのオプションをサポートします。 

 Azure Active Directory B2B (Azure AD B2B) を使用してユーザーを Active Directory にゲスト ユーザーとし

て追加する。Azure AD B2B の詳細については、Azure Active Directory B2B のコラボレーションの概要

ページを参照してください。 

 「お問い合わせ」公開オプションを使用してお客様の試用版を手作業で設定する 

 お客様ごとに体験版を開発する 

 シングル サインオンを使用したマルチテナント サンプル デモ アプリを構築する 

 

次のステップ 

 「Azure Marketplace と AppSource の公開ガイド」を確認する 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/active-directory/b2b/what-is-b2b


マーケットプレースのビジネスを拡大する 
2018/7/19 • 読了時間 25 分 • オンラインで編集 

 

オファーを AppSource または Azure Marketplace で公開したら、登録リストをマイクロソフトと共同の Go-

To-Market 活動の拠点とすることができます。たとえば、マーケットプレース オファーへのトラフィックを増

やし、マーケットプレースの潜在顧客を育成するのは、ビジネスの拡大を促進するうえで効果的です。この記

事では、マーケットプレースでビジネスを拡大するためのマーケティングのベスト プラクティスを多数紹介

します。 

アプリ掲載のベスト プラクティス 

マーケットプレース オファーの作成およびエンゲージメントに関する提案を下表にまとめています。Cloud 

パートナー ポータルを使用してマーケティング資料を作成および構成します。 

オファーの ID 

ネットショップの詳細 > オファーの詳細 

 

ネットショップの設定 ベスト プラクティス 

オファー名 力強いタイトルにする: 

アプリ名はお客様が受け取るコア バリューが伝わるもの

にしてください。アプリのタイトルに検索キーワードを

含めると、検索結果でアプリが上位に入りやすくなりま

す。 

コンサルティング サービスの登録リストのタイトル書式: 

[オファー名]: [期間] [オファーの種類] (例: Contoso: 2 週間 

実装) 

ブランド ガイドラインを遵守する: 

マイクロソフトの商標や、社名、ソフトウェア、製品、

サービスの名称に言及する際は、マイクロソフトの商標

およびブランドに関するガイドラインおよび当該製品別

のガイドラインに従ってください。 

マイクロソフトの商標やブランディングの詳細について

は、マイクロソフトの商標およびブランドに関するガイ

ドライン (英語) をご覧ください。 

オファーの説明 オファーの説明を行います。 

説明の冒頭でオファーの価値提案を明確にします。冒頭

の文が検索結果に表示されるかもしれないことを念頭に

置いてください。製品を売り込むために機能や機能性に

頼るのではなく、提供する価値に重点を置きます。でき

るだけ業界固有の言い回しやメリットに関する言葉を使

用します。価値提案の中核的要素には次の情報を含めま

す。 

- 製品の説明 

- メリットが得られるユーザーの種類 

- どのようなお客様のニーズまたは課題に対処するか 

https://github.com/MicrosoftDocs/azure-docs/blob/master/articles/marketplace/grow-your-business-with-azure-marketplace.md
https://cloudpartner.azure.com/#insights
https://cloudpartner.azure.com/#insights
https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/usage/general.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/usage/general.aspx


ネットショップの詳細 > 登録リストの詳細 

 

ネットショップの設定 ベスト プラクティス 

業界: AppSource アプリとコンサルティング サービスのみ オファーが業界固有の要件に対応する場合は、業界を選

択します。こうした業界固有の機能をオファーの説明で

必ず列挙します。 

 

メモ: オプションの最大数はオファーの種類によって異な

ります。Cloud パートナー ポータルで確認できます。 

カテゴリ オファーに最も当てはまるカテゴリを選択します。お客

様は関心のあるアプリの検索にカテゴリを使用するた

め、カテゴリは慎重に選択しましょう。オファーがどの

ようにカテゴリ固有のニーズに応えるかを必ずオファー

の説明に記載してください。 

 

メモ: オプションの最大数はオファーの種類によって異な

ります。Cloud パートナー ポータルで確認できます。 

アプリが使用する製品 (最大 3 つ): AppSource アプリのみ Azure IoT Hub、Azure Machine Learning など、ソリュー

ションが使用または拡張する追加の製品やテクノロジを

掲載します。 

検索キーワード (最大 3 つ) 検索キーワードはビジネス ユーザーが Azure Marketplace 

や AppSource を検索して、または検索エンジンを使用し

てパートナー様のオファーを見つけるうえで役立ちま

す。オファーの上位 3 つの検索キーワードを見つけて、

オファーの概要と説明に含めてください。検索キーワー

ドをこちらに列挙してください。 

 

ネットショップの詳細 > マーケティングの成果物 

 

ネットショップの設定 ベスト プラクティス 

オファーのロゴ (.png 形式、48 x 48) ロゴはデジタル媒体向けにデザインし最適化します。オ

ファーの検索ページ用のロゴは PNG 形式でアップロード

します。 

オファーのロゴ (.png 形式、216 x 216) ロゴはデジタル媒体向けにデザインし最適化します。オ

ファーのアプリの内容ページ用のロゴは PNG 形式でアッ

プロードします。 

詳細/ドキュメント 営業およびマーケティングの補足資料、すなわちホワイト 

ペーパー、パンフレット、チェックリスト、PowerPoint な

どを「詳細」に含めます。ファイルはすべて PDF 形式とし

ます。これらのドキュメントの目的はお客様に売り込むこ

とではなく、情報を伝えることです。 

 

すべてのドキュメントにアプリのランディング ページへ

のリンクを追加します。URL パラメーターを追加すると

訪問者や試用版の追跡が行えます。 



ネットショップの設定 ベスト プラクティス 

ビデオ: AppSource、コンサルティング サービス、SaaS 

のオファーのみ 

力強くアピールしたビデオでオファーの価値を物語形式

で伝えます。自社ではなくお客様をストーリーの主人公

に据えてください。対象のお客様の主な課題や目標に訴

えかけます。 

長さは 60 ～ 90 秒に収めることを推奨します。 

ビデオ名には検索キーワードを含めます。 

使い方や作業を開始するためのビデオ、お客様の声を伝

えるビデオの追加を検討します。 

スクリーンショット (1,280 x 720) 最大 5 つのスクリーンショットを追加できます。名前に

検索キーワードを含めてください。 

 

マーケティングのベスト プラクティス 

マーケットプレースに掲載するメリットを最大限に高められるように、AppSource と Azure Marketplace での

オファーのマーケティングに関するベスト プラクティスをまとめました。最初に、Microsoft Partner Network 

(MPN) のマーケティングのベスト プラクティスとリソースを確認してください。Microsoft Partner Network 

は、マイクロソフトとのパートナー提携に関するあらゆるマーケティングおよびプログラムのリソースへの玄

関口です。 

また、マーケットプレースのオファーの品質とお客様を中心に据えた需要創出へのコミットメントが、ビジネ

スの拡大を後押しします。これらの活動は、マイクロソフトがパートナー様の Go-To-Market への取り組みを

推進し、主要ソリューションをマーケットプレースのネットショップでお勧めするのに役立ちます。 

優れた内容の登録リストを作成したら、次のようなマーケティング活動を行い、ビジネスの拡大を後押しして

ください。 

 力強い価値提案を行います。 

潜在顧客とソリューションの主な差別化要因を特定します。 

 サイトに独自のランディング ページを作成してアプリが目立つようにします。 

そこからオファーへのトラフィックを促進し、心に残る第一印象を与えるようにします。お客様はオ

ファーの登録リストを基にパートナー様のソリューションについて詳細を確認し試用するかどうかを判断

します。 

 体験版またはその他の試用エクスペリエンスを可能にします。 

ユーザーはアプリに実際に触れてみたいものです。体験版や試用版のある登録リストの方が潜在顧客のコ

ンバージョン率はずっと高くなります。 

 検索エンジンで上位に表示されるように登録リストを最適化します。 

アプリ名、概要、登録リストに検索キーワードを含めます。この 3 つに関する検索キーワードを含めます。 

 潜在顧客の共有を有効にします。 

お客様がアプリを試用すると、CRM システムでお客様の連絡先情報を受け取ります。こうした潜在顧客

にフォローアップするプロセスを用意します。 

 需要創出計画を策定します。 

マーケットプレース オファー登録リストをマーケティングの CTA のランディング ページとして使用しま

す。オファーがマーケットプレースに掲載された後、潜在顧客の共有を有効にすると、お客様が試用版や

体験版を使用するかオファーをデプロイするたびに、お客様の名前と連絡先情報が届きます。 



 AppSource や Azure Marketplace でアプリを推進します。 

アプリの登録リストにリンクし、アプリにリンクする際は必ず URL のタグ付けを使用します。 

 マーケティング キャンペーンやプロモーション キャンペーンを作成します。 

キャンペーンを計画、作成して認知度とエンゲージメントを高め、明確な CTA でマーケットプレースの

登録リストにトラフィックを送り込みます。 

 お客様からのフィードバックを受け取ります。 

お客様に評価とレビューを送信してもらいます。試用版の使用開始後に体験談を共有するためのメールが

届きます。 

 実践につながるインサイトを獲得します。 

Cloud パートナー ポータルのインサイト ダッシュボードを閲覧します。アプリの掲載情報を閲覧した人

数や、アプリを試用した人数を追跡します。マーケティング キャンペーンのパフォーマンスとどのコン

テンツが最も高い成果を上げたかについて詳細を確認します。 

 Go-To-Market サービス特典を利用します。 

Go-To-Market サービスをフル活用してください。Microsoft Partner Network (MPN) を通じて提供されて

いる特典についての詳細を確認してください。 

効果的なマーケティング キャンペーンを作成する 

マーケティング キャンペーンとは、対象ユーザーを望ましい行動または結果に導くことを目的とした一連の

販促活動またはマーケティング戦術です。キャンペーンを設計する前に次のベスト プラクティスを考慮して

ください。 

対象ユーザーを知る 

最初に実際の購買担当者と購買行動に影響力を持つインフルエンサを特定します。組織の購買担当者とインフ

ルエンサは異なる場合があり、それぞれに対する戦術や CTA も異なります。次のような質問をしてください。

対象ユーザーをより深く理解するのに役立つはずです。 

 購買担当者は購買の意思決定にどの程度の影響力を持っていますか。 

 インフルエンサはどのくらいの影響力を持っていますか。 

 インフルエンサは何に対して影響力を持っていますか。 

 インフルエンサは予算やソリューションの選択について影響力を持っていますか。 

こうした質問への回答が得られれば、営業やマーケティングのリソースを投じるべき領域を決定する際の助け

となります。 

対象ユーザーの情報源を特定する 

今日の一般的なお客様は、マーケットプレースを訪れるまでにカスタマー ジャーニーの大半を終えています。

事前にソリューションについて調べ、選択肢を評価することで、一定の段階まで意思決定プロセスを進めてい

るのです。購入担当者およびインフルエンサにソリューションについてよく知ってもらえるようなキャンペー

ンを設計して、その後に購入を検討してもらえるようにします。 

業界、業種、カテゴリによって対象ユーザーは異なります。対象ユーザーの情報源は何であるのか、たとえば、

オンライン、メール、展示会、ソーシャル メディア、信頼できるアドバイザーとの会話なのかを確認します。

対象ユーザーが情報をどこでどうやって入手するかに応じて取り組みを設計し、マーケティング予算を適宜配

分してください。こうした戦術を組み合わせることがキャンペーン戦略です。 

https://cloudpartner.azure.com/#insights
https://partner.microsoft.com/ja-jp/reach-customers/gtm


明確なキャンペーン目標を作成する 

マーケットプレースでのキャンペーンの成功について定義し、明確な主要業績評価指標 (KPI) を作成します。

もちろん、最終目標の異なる複数のキャンペーンを実行することも可能です。一般に、最終目標は収益の拡大

または顧客の獲得ですが、購買サイクルの他のステージの目標に向けたマーケティング キャンペーンも可能

です。例をいくつかご紹介しましょう。 

 マーケットプレースで新たに製品を発売した場合: マーケティング リソースは対象ユーザーに情報を伝え

ることと潜在顧客の創出に費やすのが得策かもしれません。成功は、マーケットプレースへの掲載によっ

て生み出された潜在顧客の数で定義できるでしょう。この場合、マーケティング戦術 (およびランディン

グ ページ) の焦点はお客様をマーケットプレースの掲載情報に引き込むことです。 

 試用版をマーケットプレースに用意しており、パートナー様の製品を購入する前にある程度のエンゲージ

メントと体験が必要な場合: 試用版のダウンロード回数によるキャンペーン目標を検討してください。こ

の場合、キャンペーン戦術の CTA はマーケットプレースの試用版の促進に重点が置かれます。 

 パートナー様の製品またはカテゴリは認知度が高く、購入機能をマーケットプレースに設定してある場

合: 試用版の CTA は省略して、対象ユーザーを直接マーケットプレースの [今すぐ入手する] リンクに誘導

します。 

 オファーが一定の評価を得ており、成熟している場合: 顧客ベースへのアップセルと、マーケットプレー

スでの売上拡大に焦点を当てたキャンペーンを検討してください。マーケットプレースを通じた購入を勧

めることに重点を置いたメッセージにします。KPI はマーケットプレースを通じた収益とすることができ

ます。 

オファーや組織目標の成熟度にかかわらず、キャンペーンの効果を最大限に高めるうえで次のことが重要にな

ります。 

 目標に集中する 

 この目標に合った統合マーケティング戦術を策定する 

Marketplace の新しいパブリッシャーになると、マイクロソフトから無料のマーケットプレースの  Go-To-

Market 特典が与えられます。こうした特典をキャンペーン戦略でどう活用するかを批判的思考で検討します。

マーケティング チームにパートナー様のマーケットプレース キャンペーンの目標と、望ましい対象ユーザー

の行動を伝えてください。マイクロソフトはパートナー様のプランに合わせてこれらの成果物をカスタマイズ

できます。 

Microsoft Partner Network への参加特典の 1 つであるスマート パートナー マーケティング プログラムを活用

して、キャンペーン作成やマーケティング手法に関する追加のコンテンツをご利用ください。 

販売促進への注力 

公開プロセスの一貫として、どんな種類のオファーを作成するかを検討し、AppSource または  Azure 

Marketplace でのオファーのカテゴリを選択します。潜在顧客向けに正しく表示されるようにソリューション

に合ったカテゴリを選択してください。 

最高のカスタマー エクスペリエンスを生み出し、高品質のマーケティング エンゲージメントを活用している

オファーが、Marketplace にお勧めとして取り上げられます。次の基準は、パートナー様のソリューションが

マーケットプレースでお勧めのオファーに選ばれる可能性を高めます。 

 登録情報のわかりやすさ 

 ソリューションの品質 

 テクノロジの信頼性 

 お客様のプラットフォームの使用拡大 

 高品質なマーケティング資料作成への注力のレベル 

https://partner.microsoft.com/ja-jp/smart-partner-marketing


自社のオファーがお勧めとして選ばれる可能性を高めるには、マーケットプレースでのオファーの成功に力を

注いでください。オファーで優れたカスタマー エクスペリエンスを提供するために、次のようなアプローチ

を検討してください。 

 マーケティングの成果物が正しくアップロードされ、表示されることを確認する 

 高品質な需要創出キャンペーンを作成してマーケットプレースのオファーに高品質なトラフィックを促す 

 需要を促進し、高品質のカスタマー  サービスを提供し、オファーの最新情報を適時提供して、

AppSource または Azure Marketplace のオファーの利用を拡大する 

Go-To-Market 特典のコンテキストにお勧めのオファーを適合させる方法については、Go-To-Market 特典の

ページをご覧ください。 

販売促進のバッジ 

オファーが  AppSource または  Azure Marketplace に掲載されたら、AppSource バッジまたは  Azure 

Marketplace バッジを Web サイトに表示する特典を獲得します。 

AppSource バッジには 3 種類のサイズがあります。バッジと Microsoft AppSource でアプリが入手可能である

ことをプロモーションする方法 (英語) に関するガイドをダウンロードできます。 

Azure Marketplace バッジは無料の Go-To-Market 特典の一部として提供されます。 

自社 Web サイトからマーケットプレースのアプリのリストにリンクする 

Web サイト上の AppSource バッジまたは Azure Marketplace バッジをマーケットプレースのリストにリンク

する際、次のクエリ パラメーターを URL の末尾に付加して、強力な分析とレポートを利用可能にしましょう。 

 src 

トラフィックが AppSource にルーティングされる元のソース (Web サイト、LinkedIn、Facebook など) を

含めます。 

 mktcmpid 

パートナー様のマーケティング キャンペーン ID です。最大 16 文字で、文字、数字、アンダースコア、ハ

イフンを組み合わせることができます (例: blogpost_12)。下は 2 つのクエリ パラメーターを追加した URL 

の一例です。パラメーターを AppSource URL に追加すると、キャンペーンの効果を Cloud パートナー 

ポータルの分析ダッシュボード (https://appsource.microsoft.com/product/dynamics-365/mscrm.04931187-

431c-415d-8777-f7f482ba8095?src=website&amp;mktcmpid=blogpost_12) で検証できます。 

分析とレポート 

Cloud パートナー ポータルのインサイト セクションでオファーのパフォーマンスの概要を確認できます。こ

のレポートの情報のベスト プラクティスは社内データと照合することです。マーケティング キャンペーン活

動の優先順位を付けるうえで活用してください。 

Cloud パートナー ポータルの分析セクション (現在プレビュー版で、AppSource のオファーのみ利用可) には

機能豊富な Power BI ダッシュボードがあります。ダッシュボードでオファーの詳細ページのトラフィックを

確認できます。このダッシュボードの新機能は順次ロールアウトされます。 

また、Cloud パートナー ポータルにはマイクロソフトのキャンペーンに関する資料があります。マイクロソフ

トのキャンペーン資料を使用してキャンペーンを設定し、追跡できます。 

次のレポートがパフォーマンスの概要セクションにあります。 

 注文の概要のスナップショット 

 使用状況 

 デプロイ 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace/gtm-benefits
https://appsource.microsoft.com/blogs/promote-your-app-s-availability-on-microsoft-appsource
https://appsource.microsoft.com/blogs/promote-your-app-s-availability-on-microsoft-appsource
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace/gtm-benefits
http://cloudpartner.azure.com/#insights
http://cloudpartner.azure.com/#insights
https://appsource.microsoft.com/product/dynamics-365/mscrm.04931187-431c-415d-8777-f7f482ba8095?src=website&amp;mktcmpid=blogpost_12
https://appsource.microsoft.com/product/dynamics-365/mscrm.04931187-431c-415d-8777-f7f482ba8095?src=website&amp;mktcmpid=blogpost_12
http://cloudpartner.azure.com/#insights
http://cloudpartner.azure.com/#insights
http://cloudpartner.azure.com/#insights


 Insights ホーム ページにおけるお客様の傾向 

 注文、使用状況、お客様に関する詳細なデータ 

 月別概要または 6 か月間の傾向ビューとして表示される注文と使用状況 

 いくつかの条件で分けられた注文と使用状況 

詳細なレポートには、会社名、郵便番号レベルの住所などのお客様の情報が表示されます。この情報によりお

客様の比較を行ったり、販売者への報酬を提供したりすることを検討してください。マイクロソフトはお客様

に関する次のような属性を提供します。 

 リセラー 

 名 

 姓 

 メール 

 会社名 

 取引日 

 サブスクリプション名 

 Azure サブスクリプション ID (従量課金制のお客様のみ) 

 クラウド インスタンス名 

 注文数 

 お客様の国/地域 

 お客様の住所 (市区町村) 

 お客様のコミュニケーション文化 

 お客様の郵便番号 

潜在顧客の共有を有効にする 

マーケットプレースの潜在顧客を育てることは、マーケットプレースのユーザーへのエンゲージメントを成功

させるうえで重要です。まず、登録リストの潜在顧客管理が有効で、自社 CRM システムで正しく構成されて

いることを確認します。これにより、ユーザーがパートナー様の登録情報を閲覧して見込み評価待ちキューに

入ると、通知と連絡先情報が届きます。潜在顧客に対して使用するプラクティスは次のとおりです。 

 マーケティングと営業のデータベースからのデータを追加で提供し、マーケットプレースの潜在顧客情報

を強化します。マーケットプレースのユーザーは、事前のマーケティング キャンペーンにより既に潜在

顧客育成システムに登録されているか、既存顧客として登録されている可能性があります。 

 潜在顧客にスコアを付け、マーケットプレースでのさまざまな行動に応じた育成プロセスを使用します。

たとえば、アプリケーションをテストしているユーザーと購入しようとしているユーザーのステージは異

なるので、それぞれに応じたプロセスが必要です。 

 潜在顧客データを頻繁に処理します。お客様と最近接触したかどうかが成功を大きく左右します。 

 メールやインサイド セールス/プリセールスを通じて潜在顧客を育成し、営業パイプラインに入る前に適

切な見込み評価を行ってください。 

 総合マーケティング キャンペーン戦略に沿って取り組みを行います。共同販売 (Co-Sell) プログラムの利

用方法の詳細については、「マイクロソフトを利用したビジネスのプロモーション」をご覧ください。 

マーケットプレースの Go-To-Market 特典 

マーケットプレースのネットショップに新たに掲載されると、無料でマーケットプレースの Go-To-Market 特

典を利用できます。掲載されるとマイクロソフトのマーケティング スペシャリストがパートナー様のマーケ

https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace/promote-your-business-with-microsoft


ティング担当者に連絡を取り、活動を開始します。マイクロソフトからの連絡に対応すること以外に、何もす

る必要はありません。 

マイクロソフトが提供する活動は、マーケットプレースでのパートナー様のソリューションのステータスに

よって異なります。掲載されることで、多くの特典を追加で利用できるようになります。 

ネットショップ 利用可能な追加特典 

AppSource 
 

マイクロソフト Gold パートナー 

試用版のアプリ 
 

Azure Marketplace 
 

トランザクション オファー 

試用版のオファー 
 

こうした活動の効果を最大限に高めるために、発売計画をすぐに実行できるように準備しておくことを推奨し

ます。多くの発売戦術においてランディング ページを使用することができます。 

Go-to-Market のサポートには、パートナー様のビジネスを推進するためのテンプレート、Web コンテンツ、

トレーニング、ツールが含まれます。 

 Go-To-Market のサポートの詳細については、「Go-To-Market サービス」をご覧ください。 

マイクロソフトと共にビジネスを推進する 

マイクロソフトが目指すのは、パートナー様のようなパブリッシャーをサポートし、マーケットプレースの

ネットショップでのアプリやオファーの販売を簡単にすることです。マーケットプレースに掲載することによ

り、マーケティングとセールスに関する無料のプログラムやリソースを追加で利用できます。 

Microsoft Partner Network (MPN) へのサインアップがまだの場合は、続行する前にサインアップしてください。 

 MPN の詳細については、Microsoft Partner Network ページ (partner.microsoft.com) をご覧ください。 

MPN では次のトピックに関するガイダンスを提供しています。 

 新たなビジネス機会 

 チームやパートナー様とのつながり 

 スキルセットの強化に役立つソリューションとトレーニング 

オファーやアプリをプロモーションするために、下表の特典やリソースも活用してください。 

特典 リソース 

基本特典を利用する Microsoft Partner Network に参加すると、時間とコスト

の節約に役立つ一連の基本特典を利用できます。この特

典により、能力の強化、カスタマー サービスの品質向

上、関係の構築を行い、パートナー様のビジネス チャン

スを最大限に活かすことができます。 

基本特典の詳細については、基本特典と要件のページを

ご覧ください。 

https://partner.microsoft.com/ja-jp/reach-customers/gtm
https://partner.microsoft.com/ja-jp/membership/core-benefits


特典 リソース 

クラウド プラットフォーム コンピテンシーを取得する コンピテンシーを取得することで、他のマイクロソフト 

パートナー様との差別化を図ることができます。また、

専門的技能やお客様の成功を市場で証明することもでき

ます。コンピテンシーは Co-Sell など多くの主要なパート

ナー プログラムの前提条件です。 

クラウド プラットフォーム コンピテンシーの詳細につい

ては、Cloud Platform のコンピテンシーのページをご覧

ください。 

IP Co-Sell の準備を整える マイクロソフトの販売者やその他のパートナー様と直接

協力して対象のお客様との商談やアカウント プランニン

グを行える IP Co-Sell 準備プログラムへの参加資格を得ら

れます。パートナー様のソリューションはマイクロソフ

トの販売者の目に留まるように販売者ソリューション カ

タログに掲載されます。マイクロソフトの販売者はパー

トナー様と連携して成功を収めることで報酬を得ます。 

適格要件などの Co-Sell 準備プログラムの詳細について

は、「ビジネスを推進する」をご覧ください。 

Azure パートナーのお客様の使用状況の属性 

Azure のソフトウェア パートナーであるパートナー様のソリューションは、Azure コンポーネントが必要にな

るか、Azure インフラストラクチャ上に直接デプロイされます。今日、パートナー様のソリューションをお客

様がデプロイし、プロビジョニングした Azure リソースを使用すると、パートナー様がデプロイの状況を確認

するのは難しく、マイクロソフトの営業チームとの連携やマイクロソフト パートナー プログラムのクレジッ

トの点で Azure の使用拡大への影響を確認するのは困難です。 

お客様が Azure でソフトウェアをデプロイした場合に Azure の使用状況をパートナー様がより的確に追跡でき

るような新しい手法をマイクロソフトは生み出しています。この新しい手法では、Azure Resource Manager 

を使用して Azure サービスのデプロイを調整します。 

マイクロソフト パートナーとして、お客様に代わって、プロビジョニングする Azure リソースに Azure の使

用状況を関連付けることができます。これは Azure Marketplace、クイック スタート リポジトリ、プライベー

トの GitHub リポジトリ、1 対 1 の顧客エンゲージメントによって行うことができます。これを実現するアプ

ローチは 2 つあります。 

1. Azure Resource Manager テンプレート: Azure Resource Manager テンプレートまたはソリューション 

テンプレートでパートナー様のソフトウェアを実行するための Azure サービスをデプロイします。

パートナー様は Azure ソリューションのインフラストラクチャと構成を定義する Azure Resource 

Manager テンプレートを作成できます。Azure Resource Manager テンプレートの作成により、パート

ナー様とそのお客様はライフサイクルを通じてソリューションを繰り返しデプロイできます。リソー

スが一貫した状態でデプロイされているという確信が得られます。 

2. Azure Resource Manager API: パートナー様は Azure Resource Manager API を直接呼び出して Azure 

Resource Manager テンプレートをデプロイするか、API 呼び出しを生成して Azure サービスを直接プ

ロビジョニングすることができます。 

手法 1: Azure Resource Manager テンプレート 

今日の多くのパートナー ソリューションがお客様のサブスクリプションに対して Azure Resource Manager テ

ンプレートを使用してデプロイされています。Azure Marketplace、GitHub で、またはクイック スタートとし

て Azure Resource Manager テンプレートがある場合は、テンプレートを修正してこの新しい追跡方法を簡単

に有効にできます。Azure Resource Manager テンプレートを使用していない場合は、Azure Resource 

Manager テンプレートとその作成方法を理解するうえで以下のリンクが役立ちます。 

 最初の Azure Resource Manager テンプレートの作成とデプロイ 

https://partner.microsoft.com/ja-jp/membership/cloud-platform-competency
https://partner.microsoft.com/ja-jp/reach-customers/promote-your-business
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/azure-resource-manager/resource-manager-quickstart-create-templates-use-the-portal


 Azure Marketplace 向けソリューション テンプレートの作成ガイド 

手順: GUID を既存の Azure Resource Manager テンプレートに追加する 

GUID を追加するには、メインのテンプレート ファイルを 1 か所変更します。 

1. GUID を作成します。たとえば、生成された値が eb7927c8-dd66-43e1-b0cf-c346a422063 だとします。 

2. Azure Resource Manager テンプレートを開きます。 

3. 新しいリソースをメインのテンプレート ファイルに追加します。リソースは mainTemplate.json また

は azuredeploy.json にのみ追加します。入れ子のテンプレートやリンクしたテンプレートには追加し

ません。 

4. 上に示すように「pid-」の後に GUID を入力します。 

例: pid-eb7927c8-dd66-43e1-b0cf-c346a422063 

5. 間違いがないかテンプレートを確認します。 

6. 適切なリポジトリにテンプレートを再発行します。 

テンプレートのコードのサンプル 

{  //  add  this  resource  to  the  mainTemplate.json  (do  not  add  the  entire  file)  

"apiVersion":  "2018-02-01", 

"name":  "pid-XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX",  //  use  your  GUID  here 

"type":  "Microsoft.Resources/deployments",  

"properties":  { 

"mode":  "Incremental",  

"template":  { 

"$schema":  "https://schema.management.azure.com/schemas/2015-01-01/deploymentTemplate.json#",  

"contentVersion":  "1.0.0.0", 

"resources":  [] 

} 

} 

}  //  remove  all  comments  from  the  file  when  done 

手法 2: Azure Resource Manager API 

Azure Resource Manager REST API に対して直接呼び出しを行い Azure サービスをデプロイする方がパート

ナー様にとっては好ましい場合があります。これを可能にするため、Azure は複数の SDK をサポートしていま

す。SDK を使用するか、REST API を直接呼び出してリソースをデプロイできます。 

Azure Resource Manager テンプレートを使用している場合は、前述の手順でソリューションをタグ付けする

必要があります。Azure Resource Manager テンプレートを使用せず、API を直接呼び出している場合も、デプ

ロイにタグ付けして Azure リソースの使用状況を関連付けることができます。 

Azure Resource Manager API を使用してデプロイにタグを付ける方法: このアプローチでは、API 呼び出し

を設計する際に、GUID を要求のユーザー エージェント ヘッダーに含めます。オファーごとまたは SKU ごと

に GUID を追加します。この文字列は、プレフィックス pid- の後にパートナー様が生成した GUID を含めた形

式にします。 

注意 

ユーザー エージェントに挿入する GUID の形式: pid-eb7927c8-dd66-43e1-b0cf-c346a422063 // enter your GUID after 

the “pid-“ 

文字列の形式は重要です。プレフィックス「pid-」が含まれていないと、データを照会できません。SDK に

よって挙動が異なります。この手法を実装するには、お好みの Azure SDK のサポートと使用法を確認してくだ

さい。 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace-publishing/marketplace-publishing-solution-template-creation
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/#pivot%3Dsdkstools


Python SDK の使用例: Python では「config」属性を使用します。UserAgent にのみ追加できます (一定のコン

トロールを保持するため)。次のようになります。 

Client = azure.mgmt.servicebus.ServiceBusManagementClient(**parameters)  

client.config.add_user_agent("pid-eb7927c8-dd66-43e1-b0cf-c346a422063") 

 

クライアントごとに実行します。グローバルで静的な構成はありません (すべてのクライアントが実行していることを

確認するために、クライアント ファクトリを実行することができます)。その他の参考情報はこちら (英語) をご確認く

ださい。 

Azure PowerShell または Azure CLI を使用してデプロイにタグを付ける方法: リソースを Azure PowerShell 経

由でデプロイしている場合は、次の手法で GUID を追加できます。 

[Microsoft.Azure.Common.Authentication.AzureSession]::ClientFactory.AddUserAgent("pid-eb7927c8-dd66-43e1-

b0cf- c346a422063") 

Azure CLI を使用している場合に GUID を追加するには、AZURE_HTTP_USER_AGENT 環境変数を設定します。

スクリプトのスコープ内またはグローバルに設定できます。シェル スコープは次を使用します。 

export  AZURE_HTTP_USER_AGENT='pid-eb7927c8-dd66-43e1-b0cf-c346a422063' 

GUID/オファーの登録 

GUID を追跡対象に含めるには登録が必要です。 

テンプレート GUID の登録は Azure Marketplace Cloud パートナー ポータル (CPP) 経由で行います。 

Azure Marketplace (英語) に登録して、Cloud パートナー ポータルへのアクセス権を取得します。 

 パートナー様は CPP のプロファイルを用意している必要がある。Azure Marketplace または AppSource 

にオファーを掲載することを推奨 

 パートナー様は複数の GUID を登録できる 

 パートナー様は Marketplace 以外のソリューション テンプレート/オファーの GUID も登録できる 

GUID をテンプレートまたはユーザー エージェントに追加し、GUID を CPP に登録すると、すべてのデプロイ

が追跡されます。 

GUID デプロイの検証 

テンプレートを修正してテスト デプロイを実行したら、次の PowerShell スクリプトを使用してデプロイおよ

びタグ付けされたリソースを取得できます。 

このスクリプトは、GUID が Azure Resource Manager テンプレートに正しく追加されたことを検証するとき

に使用できます。Azure Resource Manager API のデプロイには適用されません。 

Azure にログインして、検証したいデプロイがあるサブスクリプションを選択してからスクリプトを実行しま

す。デプロイのサブスクリプション コンテキスト内で実行する必要があります。 

デプロイの GUID と resourceGroup 名は必須のパラメーターです。 

https://github.com/Azure/azure-cli/blob/7402fb2c20be2cdbcaa7bdb2eeb72b7461fbcc30/src/azure-cli-core/azure/cli/core/commands/client_factory.py#L70-L79
http://aka.ms/listonazuremarketplace
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace/become-publisher


元のスクリプトはこちら (英語) にあります。 

Param( 

[GUID][Parameter(Mandatory=$true)]$guid,  

[string][Parameter(Mandatory=$true)]$resourceGroupName' 

) 

 

#get the correlationId of the pid deployment 

 

$correlationId = (Get-AzureRmResourceGroupDeployment -ResourceGroupName 

$resourceGroupName -Name "pid-$guid").correlationId  

 

#find all deployments with that correlationId 

 

$deployments = Get-AzureRmResourceGroupDeployment -ResourceGroupName $resourceGroupName | Where- 

Object{$_.correlationId -eq $correlationId} 

 

#find all deploymentOperations in a deployment by name (since PowerShell does not surface outputResources 

on the deployment or correlationId on the deploymentOperation) 

 

foreach ($deployment in $deployments){ 

 

#get deploymentOperations by deploymentName and then the resourceId for any create operation 

 

($deployment | Get-AzureRmResourceGroupDeploymentOperation | Where-

Object{$_.properties.provisioningOperation - eq "Create" -and $_.properties.targetResource.resourceType -ne 

"Microsoft.Resources/deployments"}).properties.targetResource.id 

 

} 

GUID の作成に関するガイダンス 

GUID (グローバル一意識別子) は 32 桁の 16 進数の一意の参照番号です。GUID ジェネレーターを使用して追

跡用の GUID を作成してください。使用できるオンライン GUID ジェネレーターがいくつかあります。 

パートナー様には、すべてのオファーおよび配布チャネルについて一意の GUID を作成することをお勧めしま

す。たとえば、ソリューションが 2 つあり、その両方をテンプレートでデプロイし、Azure Marketplace と 

GitHub の両方で提供しているパートナー様がこれに該当します。パートナー様は 4 つの GUID を作成します。 

 Azure Marketplace のオファー A 

 GitHub のオファー A 

 Azure Marketplace のオファー B 

 GitHub のオファー B 

レポート生成はパートナー様 (マイクロソフト パートナー ID) や GUID によって行われます。 

GUID をもっと高い粒度、すなわち SKU (SKU はオファーの異種) 単位で追跡することを選択できます。 

プライバシーとデータ収集に関するガイダンス 

パートナー様は、お客様に次のようなメッセージを伝える必要があります。つまり、Azure Resource Manager 

GUID による追跡を含めるデプロイにより、マイクロソフトがそのデプロイに関連付けられている Azure の使

用状況をパートナー様に報告できるようになるという点です。以下に例を挙げます。また、パートナー様は、

お客様が追跡されないようにする選択肢を用意するなど、自社のデータ プライバシー ポリシーおよびデータ

収集ポリシーに準拠して行う必要があります。 

https://gist.github.com/bmoore-msft/ae6b8226311014d6e7177c5127c7eba1#file-verify-deploymentguid-ps1
https://www.bing.com/search?q=guid%20generator&amp;qs=n&amp;form=QBRE&amp;sp=-1&amp;ghc=2&amp;pq=guid%20g&amp;sc=8-6&amp;sk&amp;cvid=0BAFAFCD70B34E4296BB97FBFA3E1B4E


Azure Resource Manager テンプレートのデプロイ 

このテンプレートをデプロイすると、マイクロソフトは Azure のリソースがデプロイされた [パートナー様の

ソフトウェア名を挿入] ソフトウェアのインストールを特定できます。マイクロソフトはソフトウェアをサ

ポートするために使用される Azure リソースを関連付けることができます。マイクロソフトはこの情報を収集

して最高の製品エクスペリエンスを提供し、事業を展開します。このデータはマイクロソフトのプライバシー 

ポリシー (https://www.microsoft.com/ja-jp/trustcenter) に従って収集、管理されます。 

SDK または API のデプロイ 

ソフトウェアをデプロイすると、マイクロソフトは Azure のリソースがデプロイされた [パートナー様のソフ

トウェア名を挿入] ソフトウェアのインストールを特定できます。マイクロソフトはソフトウェアをサポート

するために使用される Azure リソースを関連付けることができます。マイクロソフトはこの情報を収集して最

高の製品エクスペリエンスを提供し、事業を展開します。このデータはマイクロソフトのプライバシー ポリ

シー (https://www.microsoft.com/ja-jp/trustcenter) に従って収集、管理されます。 

サポート 

サポートが必要な場合は、次の手順に従ってください。 

1. サポート ページ (go.microsoft.com/fwlink/?linkid=844975、英語) にアクセスします。 

2. 使用状況の関連付けに関する問題については、問題の種類は [Marketplace Onboarding (Marketplace 

のオンボーディング)]、カテゴリは [その他] を選択して [要求の開始] をクリックします。Azure 

Marketplace Cloud パートナー ポータルへのアクセスに関する問題については、問題の種類は 

[Marketplace Onboarding (Marketplace のオンボーディング)]、カテゴリは [Access Problem (アク

セスの問題)] を選択して [要求の開始] をクリックします。 

3. 次のページの必須フィールドに入力して [続行] をクリックします。 

4. 次のページの自由形式のテキスト フィールドに入力します。 

 

重要 

[インシデント タイトル]に「ISV Usage Tracking」と入力し、自由形式の大きなテキスト フィールドに問題の詳細を

記述してください。フォームの残りの項目に記入し、[送信] をクリックします。 

よく寄せられる質問 

GUID をテンプレートに追加するメリットは何ですか。 

マイクロソフトはパートナー様に対し、お客様によるテンプレートのデプロイの全体像と影響の及ぶ使用状況

に関する情報を提供します。マイクロソフトとパートナー様の双方がこの情報を使用できるので、パートナー

様とマイクロソフトの営業チームのより緊密な連携が促進されます。また、Azure の拡大に対する各パート

ナー様の影響を一貫した形で確認できます。 

だれがテンプレートに GUID を追加できますか。 

追跡リソースは、パートナー様のソリューションをお客様の Azure の使用状況と関連付けるためのものです。

使用状況データはパートナー様の Microsoft Partner Network ID (MPN ID) に紐付けられ、レポートが Cloud 

パートナー ポータル (CPP) でパートナー様に提供されます。 

追加した GUID を後から変更できますか。 

はい。お客様または実装パートナー様がテンプレートをカスタマイズして、GUID を変更または削除できます。

パートナー様には、リソースと GUID の役割を事前にお客様に説明し、追跡 GUID を削除または編集しないよ

うにすることをお勧めします。GUID の変更で影響を受けるのは、既存ではない新しいデプロイとリソースで

す。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/trustcenter
https://www.microsoft.com/ja-jp/trustcenter
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=844975


レポートはいつ利用できるようになりますか。 

ベータ版のレポートは間もなく利用できるようになります。レポートは Cloud パートナー ポータル (CPP) に

統合されます。 

GitHub のようなマイクロソフト以外のリポジトリからデプロイされたテンプレートを追跡できますか。 

はい。テンプレートがデプロイされた際に GUID があれば使用状況を追跡できます。 

Azure Marketplace の外部に公開されている関連テンプレートを登録するには、Cloud パートナー ポータルの

プロファイルが必要です。 

テンプレートを Azure Marketplace からデプロイする場合と GitHub などの他のリポジトリからデプロイす

る場合の違いはありますか。 

はい。Azure Marketplace でオファーを公開するパートナー様は、Azure Marketplace からデプロイに関するよ

り詳細なデータが得られます。Azure Marketplace ポータルや Azure 管理ポータルにお客様向けのオファーを

掲載することはパートナー様のメリットになります。Azure Marketplace のオファーもパートナー様の潜在顧

客を創出します。 

個別の顧客エンゲージメント用にカスタム テンプレートを作成するとどうなりますか。 

その場合も、GUID をテンプレートに追加できます。登録されている既存の GUID を使用すると、その GUID 

がレポートに含まれます。新しい GUID を作成した場合は、その GUID が追跡されるように登録する必要があ

ります。 

お客様もレポートを受け取りますか。 

現在、お客様は個別のリソースまたはお客様が独自に定義したリソース グループの使用状況を Azure 管理

ポータル内で追跡できます。 

これはデジタル指名パートナー (DPOR) に似ていますか。 

デプロイと使用状況をパートナー様のソリューションに結び付けるこの新しい手法は、パートナー様のソ

リューションを Azure の使用状況にリンクするしくみを提供することを目的としています。DPOR はコンサル

ティング (システム インテグレーター) または管理 (マネージド サービス プロバイダー) パートナー様をお客様

の Azure サブスクリプションに関連付ける役割を果たします。 

次のステップ 

Marketplace サービスの詳細については、「Go-To-Market サービス」をご覧ください。 

 

 

https://partner.microsoft.com/ja-jp/reach-customers/gtm


Azure Marketplace と AppSource で推奨される 

ソリューション 
2018/7/23 • 読了時間 2 分 • オンラインで編集 

 

マイクロソフトが推奨するソリューションは、その品質、パフォーマンス、特定の業界またはソリューション

領域におけるお客様のニーズへの対応能力を基に選ばれたクラウド アプリケーションです。マイクロソフト

の業界および営業のエキスパート チームが Microsoft Partner Network の Gold メンバーシップ パートナー様

のソリューションから選出します。これらのソリューションはクラウド マーケットプレースのネットショッ

プである Azure Marketplace と AppSource で取り上げられます。お勧めのソリューションは、AppSource で

は業種別に探すことができ、Azure Marketplace ではソリューション領域のカテゴリ内でクリックしてアクセ

スできます。 

お勧めのソリューションに選ばれたソリューション プロバイダーにはマイクロソフトからご連絡を差し上げ

ます。 

https://github.com/Microsoft/azure-docs/blob/master/articles/marketplace/preferred-solutions.md
https://partner.microsoft.com/ja-jp/membership/core-benefits


Azure Marketplace のサポート 
2018/7/10 • 読了時間 2 分 • オンラインで編集 

 

Azure Marketplace のサポート オプションは次のとおりです。 

オンボーディング 

マイクロソフト サポートで「Marketplace オンボーディング」のチケットを作成して、開始当初に発生する問

題を解決してください。 

公開 
 

サポート チャネル 説明 受付 

メール: azurecertified@microsoft.com Azure Marketplace 公開アプリのサポート 営業時間は太平洋標準時ゾーン 

メール: amp-

testdrive@microsoft.com 

体験版へのアクセスのオンボーディング 営業時間は太平洋標準時ゾーン 

Cloud パートナー ポータル 
 

サポート チャネル 説明 受付 

サポート 

 サポートについては、「インシデ

ントの作成 (英語)」ページ 

(go.microsoft.com/fwlink/? 

Linkid=844975) にアクセスしてく

ださい。 

Cloud パートナー ポータルのサポート 24 時間サポート 

技術情報 
 

サポート チャネル 説明 

Slack (英語): join.marketplace.azure.com 技術的問題についてパートナー様をサポートする Slack 環

境です。現在 350 以上のパートナー様が参加しています。 

MSDN フォーラム: Marketplace (英語) 

social.msdn.microsoft.com/Forums/azure/home? 
forum=DataMarket 

Microsoft Developer Network フォーラムです。 

https://github.com/Microsoft/azure-docs/blob/master/articles/marketplace/support-azure-marketplace.md
https://support.microsoft.com/en-us/getsupport?wf=0&tenant=classiccommercial&oaspworkflow=start_1.0.0.0&locale=en-us&supportregion=en-us&pesid=16230&forceorigin=esmc&ccsid=636595105151894820
mailto:azurecertified@microsoft.com
mailto:amp-testdrive@microsoft.com
mailto:amp-testdrive@microsoft.com
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=844975
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=844975
https://social.msdn.microsoft.com/Forums/azure/home?forum=DataMarket
https://social.msdn.microsoft.com/Forums/azure/home?forum=DataMarket
https://social.msdn.microsoft.com/Forums/azure/home?forum=DataMarket


サポート チャネル 説明 

Stack Overflow: Azure (英語) 

stackoverflow.com/questions/tagged/azure 

ソリューションを取得し、Azure Marketplace に関するあ

らゆることについて質問するための Stack Overflow 環境で

す。 

 Stack Overflow: Azure Marketplace (英語) 

stackoverflow.com/questions/tagged/azure- 

marketplace 

 Stack Overflow: Azure Resource Manager (英語) 

stackoverflow.com/questions/tagged/azure-resource- 

manager 

 Stack Overflow: Virtual Machines on Azure (英語) 

stackoverflow.com/questions/tagged/azure-virtual- 

machine 

 Stack Overflow: Containers on Azure (英語) 

stackoverflow.com/search?q=azure+container 

 

マーケティング リソース 

サポート チャネル 説明 受付 

メール: cosell@microsoft.com オンボーディング プロセスと Co-Sell 

プログラムに関する質問をサポート 

太平洋標準時ゾーンに基づく 

メール: gtm@microsoft.com GTM 特典とプログラムに関する不明

点についてサポート 

営業時間は太平洋標準時ゾーン 

メール: cebrand@microsoft.com Azure のロゴの使用とブランディン

グに関する質問に回答 

 

AppSource のサポート 

AppSource のサポート オプションは次のとおりです。 

技術情報 
 

サポート チャネル 説明 

メール: appsourcecrm@Microsoft.com Dynamics アプリの公開のサポート 

次のステップ 

「Azure Marketplace と AppSource のパブリッシャー ガイド」ページにアクセスしてください。 

 

 

https://stackoverflow.com/questions/tagged/azure
https://stackoverflow.com/questions/tagged/azure-marketplace
https://stackoverflow.com/questions/tagged/azure-marketplace
https://stackoverflow.com/questions/tagged/azure-resource-manager
https://stackoverflow.com/questions/tagged/azure-resource-manager
https://stackoverflow.com/questions/tagged/azure-virtual-machine
https://stackoverflow.com/questions/tagged/azure-virtual-machine
https://stackoverflow.com/search?q=azure+container
mailto:cosell@microsoft.com
mailto:gtm@microsoft.com
mailto:cebrand@microsoft.com
mailto:appsourcecrm@microsoft.com


読了時間 2 分 

 



AppSource の公開チェックリスト 
2018/6/6 • 読了時間 2 分 • オンラインで編集 

 

公開プロセスを開始する前に必要なコンポーネントを確認します。 

アプリを AppSource で公開するには次の成果物が必要です。 

チェックリスト 

登録リストの種類 オファーの種類 公開する成果物 

リスト コンサルティング サービス   

ネットショップ 

オファー名 (200 文字) 

説明 (2,000 文字) 

MPN ID 

国/地域の提供状況 

対象の業界、カテゴリ、 

検索キーワード 

スクリーンショット  

(1,280 x 720、最大 5 つ) 

マーケティング資料 (最大 3 つ) 

潜在顧客の誘導先 

会社のロゴ (48 x 48、216 x 216) 

コンピテンシー 

製品概要のビデオ (任意) 
 

次のステップ 

 「Azure Marketplace と AppSource のパブリッシャー ガイド」をご覧ください。 

 

 

https://github.com/Microsoft/azure-docs/blob/master/articles/marketplace/publishing-checklist-appsource.md


Azure Marketplace の公開チェックリスト 
2018/6/6 • 読了時間 2 分 • オンラインで編集 

 

公開プロセスを開始する前に必要なコンポーネントを確認します。 

Cloud パートナー ポータルのオファー作成公開ワークフローを完了させるには次の成果物が必要です。 

チェックリスト 
 

登録リストの種類 オファーの種類 公開する成果物 

すべて すべて  

ネットショップの詳細 

オファー名 (200 文字) 

説明 (2,000 文字) 

MPN ID 

国/地域の提供状況 

対象の業界、カテゴリ、 

検索キーワード 

スクリーンショット  

(1,280 x 720、最大 5 つ) 

マーケティング資料 (最大 3 つ) 

潜在顧客の誘導先 

製品概要のビデオ (任意) 

連絡先 

連絡先情報 (サポート、 

エンジニアリング、営業) 

技術情報 

利用規約、プライバシー  ポリシーの 

URL 

体験版 

Azure リソース グループ名 

 

すべて 仮想マシン  

技術情報 

サポートの URL 

 

https://github.com/Microsoft/azure-docs/blob/master/articles/marketplace/publishing-checklist-azure-marketplace.md


登録リストの種類 オファーの種類 公開する成果物 

リスト コンサルティング サービス  

ネットショップの詳細 

エンゲージメントの期間 

会社のロゴ (48 x 48、216 x 216) 

 

試用版 すべて  

技術情報 

試用版の URL 

サポートされている言語 

アプリのバージョン番号 

アプリのリリース日 

サポートの URL 

 

試用版 体験版  

体験版 

説明 

期間 

ユーザー マニュアル 

体験版のビデオ (最大 1 つ) 

体験版が提供される国/地域 

Azure サブスクリプション ID 

Azure AD テナント ID 

Azure AD アプリ ID 

Azure AD アプリ キー 
 



登録リストの種類 オファーの種類 公開する成果物 

トランザクション 仮想マシン  

ネットショップ 

タイトル (50 文字) 

概要 (200 文字) 

長い概要 (256 文字) 

HTML 形式の説明 (3,000 文字) 

会社のロゴ (40 x 40、90 x90、 

115 x 115、255 x 115、815 x 290) 

SKU 

オペレーティング システムの詳細 

使用するポート 

使用するプロトコル 

使用する各 VHD のディスクの 

バージョン 

使用する各 VHD の SAS URL 

 

トランザクション Azure アプリ : ソリューション 

テンプレート 

 

ネットショップ 

タイトル (50 文字) 

概要 (200 文字) 

長い概要 (256 文字) 

HTML 形式の説明 (3,000 文字) 

会社のロゴ (40 x 40、90 x90、 

115 x 115、255 x 115、815 x 290) 

SKU 

バージョン番号 

以下を含むパッケージ ファイル 

 すべてのテンプレート ファイル 

 createUIDefinition ファイル 

 



登録リストの種類 オファーの種類 公開する成果物 

トランザクション Azure アプリ: マネージド アプ

リ 

 

ネットショップ 

タイトル (50 文字) 

概要 (200 文字) 

長い概要 (256 文字) 

会社のロゴ (40 x 40、90 x90、 

115 x 115、255 x 115、815 x 290) 

SKU 

バージョン番号 

以下を含むパッケージ ファイル 

 すべてのテンプレート ファイル 

 createUIDefinition ファイル 

 

トランザクション コンテナー  

ネットショップ 

タイトル (50 文字) 

概要 (200 文字) 

長い概要 (256 文字) 

 

HTML 形式の説明 (3,000 文字) 

会社のロゴ (40 x 40、90 x90、 

115 x 115、255 x 115、815 x 290) 

SKU 

Azure Container Registry (ACR)  
イメージ リポジトリの詳細:  

サブスクリプション ID 

ACR イメージ リポジトリの詳細:  

リソース グループ名 

ACR イメージ リポジトリの詳細:  

レジストリ名 

ACR イメージ リポジトリの詳細:  

リポジトリ名 

ACR イメージ リポジトリの詳細:  

ユーザー名 

ACR イメージ リポジトリの詳細:  

パスワード 

ACR イメージ リポジトリの詳細:  

イメージ 

 



登録リストの種類 オファーの種類 公開する成果物 

トランザクション SaaS アプリ  

ネットショップ 

タイトル (50 文字) 

概要 (200 文字) 

長い概要 (256 文字) 

HTML 形式の説明 (3,000 文字) 

会社のロゴ (40 x 40、90 x90、 

115 x 115、255 x 115、815 x 290) 

 

 

次のステップ 

 「Azure Marketplace と AppSource のパブリッシャー ガイド」をご覧ください。 

 

 


