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はじめに  

あらゆる顧客にメリットをもたらすマイクロソフト テクノロジー ベースのソリューションを讃える各種アワードを、パートナーの皆様にご提供できますこ

とを大変喜ばしく存じます。これらのアワードは、コンピテンシー、クラウド テクノロジー、起業家精神に秀でたパートナー様の成功とイノベーション

を讃えると同時に、各種産業と慈善団体分野におけるパートナー様の偉業を紹介するものです。Country/Region (カントリー/リージョン) パー

トナー オブ ザ イヤー アワードは、世界 100 か国以上の国と地域で活躍するパートナー様を表彰するものです。   

 

アワードがビジネスに与えるメリット 

アワードを受賞する、あるいは最終選考に残ることで、以下の可能性が生まれます。   

• 新しいビジネスの展開や顧客開拓のチャンス 

• メディアによる報道の増加 

• 市場認知度の向上 

 

2021 年度 マイクロソフト パートナー ネットワーク パートナー オブ ザ イヤー アワードにノミネートされると、より多くの顧客に周知されるだけでなく、

マイクロソフトのパートナーとして確固たる地位を築くことができます。  

 

2021 年度 マイクロソフト パートナー ネットワーク パートナー オブ ザ イヤー アワード パートナー オブ ザ イヤー アワードのメリット: 

• 栄誉あるマイクロソフト パートナーであることを証明するカスタマイズされたロゴ 

• 受賞企業 (Winner) または最終選考企業 (Finalist) としてアワードを販売促進に結びつけるカスタム PR テンプレート 

• 成功の証となる副賞 

• マイクロソフトの主要幹部からの祝賀レター 

 

アワードへの応募準備を今すぐ始めましょう 

本ガイドラインで、アワードの各カテゴリーと質問事項を事前にご確認の上、応募準備を入念に行ってください。2021 年度 マイクロソフト パー

トナー ネットワーク パートナー オブ ザ イヤー アワードの応募ツールのご利用期間は 2021 年 2 月 18 日 ～ 2021 年 4 月 21 日 23:59 太平洋

標準時(日本時間 2021 年 4 月 22 日 15:59) です。ご応募はこちらから: アワード応募ツール 

締切後のご応募はできません。アップロード時に不具合が発生する可能性がありますので、時間に十分な余裕をもってご応募ください。   

 

 

応募準備の手順 

2021 年度 マイクロソフト パートナー ネットワーク パートナー オブ ザ イヤー アワードへの応募準備を始めるには、以下の手順に従ってください。  

ステップ 1: 対象アワードを選択して応募準備を行う前に、パートナー オブ ザ イヤー アワードの Web サイトの「Resources, Get tips, Get 

answers (リソース、ヒント、ご質問への回答)」セクションで、アワードの応募規定、よく寄せられる質問 (FAQ)、審査員からパートナー様へのア

ドバイスをご確認ください。  

ステップ 2: 貴社が応募資格を満たしていることをご確認ください。特定のマイクロソフト コンピテンシーを取得している必要がある場合には、ノ

ミネートの条件を満たしていることを必ずご確認の上、ご応募ください。各カテゴリーのガイドライン要件を満たしていれば、貴社の事業に沿った

いずれのアワードでもご応募いただけます。 

https://aka.ms/POTYA_Nominate
https://aka.ms/POTYA
https://partner.microsoft.com/membership/competencies
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ステップ 3: 本アワード ガイドラインで、貴社が応募するソリューションの対象アワードを確認してください。本書の目次で、ご覧になりたいアワード

項目を見つけ、CTRL キーを押しながらクリックすると、該当するページに直接移動できます。 

• 参加資格要件および質問項目が 1 ページ以上にわたっているアワードもありますので、必ず最後までご確認ください。 

• アワード応募ツールは 2021 年 2 月 18 日よりご利用いただけます。このツールに提示される質問項目に回答して、対象アワードにセルフ

ノミネートすることができます。全回答の合計文字数が 8,000 文字以内になるように、要約形式にまとめて提出してください。アワード応

募ツールを使用してアップロード プロセスを始める前に、オフラインで提出内容を編集して仕上げ、提出可能な状態にしておくことをお勧

めします。 

ステップ 4: アワード応募ツールから、応募内容を送信してください。このツールは、パートナー オブ ザ イヤー アワードの Web サイトで 2021 年 2 

月 18 日よりご利用いただけます。アプリケーション ツール内に、ご利用方法に関するチュートリアル (PDF) があります。 

• 必ず 2021 年 4 月 21 日 23:59 太平洋標準時(日本時間 2021 年 4 月 22 日 15:59) までに応募内容を送信してください。いかな

る場合も延長は認められませんのでご注意ください。 

• アワード応募ツールから複数のアワード項目にご応募いただく場合は、項目ごとに応募内容を送信してください。 

• 応募内容は必ず英語で作成してください。 

• 正常に送信されていない応募や不備のある応募は審査対象となりません。 

• 応募内容の送信時に、リージョナル アワード プログラムの選考対象としてエントリーすることもできます。 

ご不明な点がございましたら、マイクロソフト パートナー オブ ザ イヤー アワード チームまでメールでお問い合わせください。回答には 48 時間ほど

かかることがありますのでご了承ください。 

  

https://aka.ms/POTYA
mailto:potyasup@microsoft.com
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Azure Awards 

AI 
AI、データ、クラウドは、産業全体を大きく変えるイノベーションの新しい波をもたらしています。Azure AI で目指すのは、組織が事業全般に AI 

を応用し、顧客の獲得、従業員の育成、業務の最適化、製品の変革を図れるようにすることです。AI を実際のビジネスに活用するには、詳

しい業界知識、地理的リーチ、導入のノウハウを持つパートナーが欠かせません。 

 

AI パートナー オブ ザ イヤー アワードは、Azure AI を利用して、価値が高く再現可能な顧客中心の AI ソリューションを設計、開発、展開し、

以下の３つの主要分野で顧客にソリューションを提供したパートナー様に授与されます。 

• 機械学習を利用して、事業プロセスを最適化する予測モデルを構築している。 

• AI を活用するアプリとエージェントを開発し、Web アプリケーションとモバイル アプリに視覚、発話、および言語の機能を統合することに

よって、自然なユーザー エクスペリエンスを実現している。 

• ナレッジ マイニングを応用して、ドキュメントから隠れたインサイトを発掘している。 

 

応募に際しては、パートナー様がマイクロソフトと共に AI 化を促進し、産業を変革し、ビジネス/技術/倫理上の成熟を図りながら、顧客の重

要な問題点を解決した、あるいは顧客の成功事例を通じてビジネス価値を高めた事例を示してください。大まかな特性は以下のとおりです。 

• マイクロソフトのクラウド + AI プラットフォームを活用して、差別化につながる価値提案を展開し、大きな市場シェアを獲得している。 

• AI ソリューションを製品やサービスに統合する際や、機械学習のコア テクノロジーを使って AI ソリューションを構築する際に、AI 倫理原則

に従っている。  

• AI アプリとエージェント、機械学習およびナレッジ マイニングのシナリオで、Azure AI プラットフォーム/サービスを使った Azure AI ソリュー

ションを利用して、AI アプリケーションや AI ソリューションを稼働環境に導入している。 

• 顧客が基幹業務 (LOB) のシナリオやビジネス上の課題を解決できるよう支援している。 

• 業種横断型または業種別の再現可能な IP/サービスを構築し、市場において主導的地位にあり、顧客の裏付けもある。 

• デジタル + AI またはビジネス変革を推進し、顧客に対して経済的または業績的にプラスの影響をもたらしている。 

• AI シナリオでイノベーションを向上または推進している (資産の監視による効率性向上、業務効率の改善によるイノベーションの実現、

高度なデータ アナリティクスを利用した新しいビジネス モデルと収益源による事業変革など)。 

• 具体的な顧客事例を挙げ、ソリューションの導入によるビジネス インパクトを示す重要業績指標 (KPI) を提示している。 

• Microsoft Cloud Adoption Framework for Azure を利用した応募に関する特別な考慮事項:  Cloud Adoption Framework は、

顧客の Azure 導入を成功させるために、顧客のクラウド採用プロセスの段階ごとにベスト プラクティスとガイダンスをまとめたものです。顧

客のプロジェクトや、Cloud Adoption Framework に基づいて開発した商用サービスを通して、このフレームワークが貴社の応募内容に

どう関わっているかを示してください。  

応募資格 

• 2021 年 1 月までに Cloud コンピテンシー (Cloud Platform、Cloud Productivity、Enterprise Mobility Management、Cloud 

Business Applications、Security、Small & Mid Market Cloud Solutions) で Gold レベルを取得しているか、Co-sell Ready オ

ファーのある ISV であること。 

• 優良な MPN パートナーであること (メンバーシップを更新している、会費を納めているなど)。 

• いずれかの Azure AI サービスを利用する、Co-sell Ready オファーの IP/ISV アプリケーションがあること。 

file:///C:/Users/YuchbaSyiemliehChill/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6KWVO4SZ/aka.ms/adopt/overview
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/sell-with-microsoft
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要約 

以下の各項目を 1 つの要約にまとめて回答してください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点までアップロードできます 

(裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも含まれます)。 

• ソリューションを １つ選択してください。ソリューションによって解決した顧客のシナリオや問題点について具体的に説明してください。その

際、顧客のビジネス課題や問題点、ソリューション導入前/後の違いを記述してください。以下のような情報を含めてください。 

– 顧客の名称またはその他の関連情報  

– 当該業界または分野におけるソリューションやサービスの価値提案 

– Azure AI サービスを活用する再現可能な IP またはリファレンス アーキテクチャ 

– 顧客のビジネス上の問題点 

– 貴社のソリューションが対応している、業種別または業種横断型の利用シナリオ(予知保全、リモート監視、コネクテッド ファクト

リ、コネクテッド フィールド サービス、資産管理、オペレーショナル インテリジェンス、高度な分析、予測的分析、規範的分析など)   

– 貴社の AI ソリューションで使用された具体的なデバイスやセンサーとその数  

– 収集または分析したデータの種類  

– 貴社が採用している AI 倫理原則 

• ソリューションに組み込んだ Microsoft Azure サービスおよびテクノロジーを回答してください。使用したすべてのマイクロソフト製品 (バー

ジョンも含む) とテクノロジーを記述してください。 

• 貴社のソリューションのメリットとビジネス インパクトについて説明してください。以下のような情報を含めてください。 

– 貴社のソリューションが顧客のビジネスに与えた影響 (顧客の競争力向上など)、投資利益 (ROI) の詳細な数値 (コスト削減、

生産性向上など)  

– 創出されたビジネス価値 (収益増加、コスト削減、オペレーショナル インテリジェンスなど) 

– 顧客に対する価値実現までの所要時間とその事例 

• 特定の顧客に限定したソリューションか、より広範な市場に影響を及ぼす再現可能なソリューションかを回答してください。  

– AI ソリューションを導入した主な業種と、今後の業種拡大の展望について説明してください。  

– ソリューションを他の業種に応用可能かどうかと、可能な場合は具体的な方法を記述してください。 

– 優れたカスタマー エクスペリエンスや顧客満足度を実証する外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、動画、顧客の推薦状

など) をアップロードするか、リンクを提示してください。 

 

 

Analytics (アナリティクス)  

Analytics (アナリティクス) パートナー オブ ザ イヤー アワードは、Azure ベースのデータ & アナリティクス ソリューションを顧客に提供したパートナー

様に授与されます。マイクロソフトの Azure Analytics サービス (Azure Synapse Analytics/SQL DW、Azure Data Lake、Power BI、

HDInsight、Azure Databricks、Azure Data Factory、Azure Data Share、Azure Stream Analytics、Azure Data Explorer、Azure 

Data Catalog) を１つ以上利用する Co-sell Ready オファーがあり、ビジネス価値を提供する運用分析ソリューションを設計、開発、展開し

ているパートナー様が対象となります。応募に際しては、顧客が Azure を利用してビジネス上の問題点を迅速に解決できるようサポートした事

例を示してください。ソリューションのアーキテクチャには、バッチやストリーミング データの処理パターンを含めることができます。データの収集、キュ

レーション、消費量は必ず含めてください。 
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応募資格 

• 2021 年 1 月までにマイクロソフトの Data Platform コンピテンシーまたは Data Analytics コンピテンシーで Gold レベルを取得している

か、Co-sell Ready オファーのある ISV であること。 

• 優良な MPN パートナーであること (メンバーシップを更新している、会費を納めているなど)。 

• マイクロソフトの Cloud Scale Analytics サービス (Azure Synapse Analytics/SQL DW、Azure Data Lake、Power BI、HDInsight、

Azure Databricks、Azure Data Factory、Azure Data Share、Azure Stream Analytics、Azure Data Explorer、Azure Data 

Catalog) を１つ以上利用する Co-sell Ready オファーがあること。 

• Microsoft Cloud Adoption Framework for Azure を利用した応募に関する特別な考慮事項:  Cloud Adoption Framework は、

顧客の Azure 導入を成功させるために、顧客のクラウド採用プロセスの段階ごとにベスト プラクティスとガイダンスをまとめたものです。顧

客のプロジェクトや、Cloud Adoption Framework に基づいて開発した商用サービスを通して、このフレームワークが貴社の応募内容に

どう関わっているかを示してください。  

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点までアップロードできます 

(裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも含まれます)。 

• ソリューション:  ソリューションによって解決した顧客のシナリオや問題点について具体的に説明してください。その際、顧客のビジネス課

題や問題点、ソリューション導入前/後の違いを記述してください。以下のような情報を含めてください。 

– 顧客の名称またはその他の関連情報  

– 顧客のビジネス上の問題点 

– 貴社のソリューション/サービスが顧客にもたらした主なメリットやビジネス インパクト (コスト削減や収益増加の具体的な金額など) 

– 顧客がマイクロソフトの Big Data Analytics プラットフォームやサービスをソリューションとして選択した理由 (ビジネスおよび技術上

の観点) 

– 収集または分析したデータの種類  

• アーキテクチャ:  使用した製品 (バージョンも含む) とテクノロジーを記述してください。ソリューションのアーキテクチャには、バッチやストリーミ

ング データの処理パターンを含めることができます。データの収集、キュレーション、消費量は必ず含めてください。 

– パートナーとしての貴社にとっての価値。マイクロソフトのテクノロジー ベースのソリューションにしたことが、貴社の成長やクラウドへの

適応に向けた変革にどう役立ったか。  

– 技術およびビジネス上の観点から見て、顧客獲得にどう役立ったか。 

• 規模:  特定の顧客に限定したソリューションか、市場拡大の可能性があるソリューションかを回答してください。 

• 優れたカスタマー エクスペリエンスや顧客満足度を実証する外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、動画、顧客の推薦状など) 

をアップロードするか、リンクを提示してください。 

 

 
Cloud Native App Development (クラウド ネイティブ アプリ開発) 

Cloud Native App Development (クラウド ネイティブ アプリ開発) パートナー オブ ザ イヤー アワードは、新しいクラウド ネイティブ アプリの開

発で業績を挙げたパートナー様に授与されます。応募に際しては、パートナー様が顧客のビジネス課題を十分に理解し、新しいクラウド テクノロ

ジーやプラクティスの採用促進を支援した事例を示してください。Microsoft Azure ベースで、さらに Azure Kubernetes Service、Azure 

RedHat OpenShift、GitHub などのテクノロジーを組み合わせて活用しているソリューションが対象となります。クラウド ネイティブ アプリへの投

資が顧客のビジネスの重要側面を変革するのに役立つという、先見的な考え方がわかるような顧客事例を示してください。顧客のデジタル

  

https://partner.microsoft.com/membership/data-platform-competency
https://partner.microsoft.com/membership/data-platform-competency
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/data-analytics-competency
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/data-analytics-competency
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/sell-with-microsoft
file:///C:/Users/YuchbaSyiemliehChill/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6KWVO4SZ/aka.ms/adopt/overview
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変革を実現すると同時に、Microsoft Azure プラットフォームを利用することでコンシューマーや従業員のビジネス価値が大幅に高まった事例

を示すことが重要です。  

 

クラウド ネイティブ アプリ開発ソリューションで重視される点:  

• クラウドの拡張性を利用して、予想外の負荷に対処できること。 

• マイクロサービス アーキテクチャをベースとするマネージド サービスを利用し、継続的提供の利点を生かして高い信頼性と短期間での市場

化を実現できること。 

• アプリケーションの回復力を改善し、ビジネス継続性を実現できること。 

• Azure 上で開発プロセスを展開および自動化するための DevOps テクノロジーや好適テクノロジー (GitHub、GitHub Actions、サード

パーティの DevOps ソリューションなど) を利用して、開発者の生産性をどう高めているかを説明してください。 

• Microsoft Cloud Adoption Framework for Azure を利用した応募に関する特別な考慮事項: Cloud Adoption Framework は、

顧客の Azure 導入を成功させるために、顧客のクラウド採用プロセスの段階ごとにベスト プラクティスとガイダンスをまとめたものです。顧

客のプロジェクトや、Cloud Adoption Framework に基づいて開発した商用サービスを通して、このフレームワークが貴社の応募内容に

どう関わっているかを示してください。  

応募資格 

• 2021 年 1 月までに Cloud Platform コンピテンシーで Gold レベルを取得しているか、提出事例を表すアプリ イノベーションを含む Co-

sell Ready オファーあること。注: 選考時には、Co-sell Ready オファーの方が、Cloud コンピテンシー要件よりも重視されます。 

• 優良な MPN パートナーであること (メンバーシップを更新している、会費を納めているなど)。 

要約 

以下の各項目を 1 つの要約にまとめて回答してください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点までアップロードできます 

(裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも含まれます)。 

• ソリューションを 1 つ選択してください。ソリューションによって解決した顧客のシナリオや問題点について具体的に説明してください。その

際、顧客のビジネス課題や問題点、ソリューション導入前/後の違いを記述してください。 

• 貴社のソリューションのメリットとビジネス インパクト、および使用した製品 (バージョンも含む) とテクノロジーを記述してください。 

• マイクロソフトのテクノロジー ベースのソリューションにしたことが、貴社の成長やクラウドへの適応に向けた変革にどう役立ったか。技術およ

びビジネス上の観点から見て、顧客獲得にどう役立ったか。 

• 特定の顧客に限定したソリューションか、市場拡大の可能性があるソリューションかを回答してください。 

• 優れたカスタマー エクスペリエンスや顧客満足度を再現可能な方法で実証する外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、動画、

顧客の推薦状など) をアップロードするか、リンクを提示してください。 

 

 
IoT (Internet of Things: モノのインターネット) 

IoT パートナー オブ ザ イヤー アワードは、顧客と共にマイクロソフトのインテリジェント クラウドおよびインテリジェント エッジ イノベーション (Azure 

IoT、Windows IoT、オープンソース IoT デバイスおよびエッジ デバイス) を基盤にした IoT ソリュー ションの設計、開発、展開に取り組んだパー

トナー様に授与されます。Azure IoT ソリューションは、既存のデバイスや新しいデバイスから取得した信号や未加工データをもとに、有益なイン

サイトを提供し、企業がアクションを起こせるよう支援します。これにより、企業とその顧客の双方で、業務効率の改善、ビジネス モデルの変
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革、新しい収益源の創出が可能になります。このソリューションによって、「モノ」の状況 (ある時点でどこにあるかなど) を詳しく把握したり、保守

の必要性を予測してダウンタイムをなくしたりできるため、企業は短期間で業務改善できるだけでなく、最終的には業績や顧客価値も向上で

きます。Windows プラットフォーム ベースの IoT ソリューションは、直観的に利用できるセキュリティ強化のためのアップデート サービス、使い慣れ

た UWP、統合型 Azure IoT のベスト サポートに加え、Azure IoT Edge のサポートも提供します。応募に際しては、Azure 認定デバイスで 

IoT ソリューションを構築したり、Windows 10 IoT プラットフォーム、オープンソース IoT デバイス、Azure IoT Central、Azure 事前構成ソリュー

ションを使用した包括的な IoT ソリューションや、Azure IoT Hub を基盤にした完全にカスタムのソリューションを開発・展開したりして、パート

ナー企業やその顧客の効率化および新しい収益源の創出を実現した事例や、Azure の導入を促進した事例を示してください。 

• Windows 10 IoT プラットフォーム、オープンソース IoT デバイス、Azure IoT Central、Azure 事前構成ソリューション (PCS) を使用した 

Windows および Azure ベースの IoT ソリューション、または Azure IoT Hub を使用した完全にカスタムのソリューションを稼働環境に

導入していること。 

• ソリューションが以下のすべてに対応していると実証できること。  

– 顧客が基幹業務 (LOB) のシナリオやビジネス上の課題を解決できるよう支援している。  

– ビジネス変革を推進し、顧客に対して経済的または業績的にプラスの影響をもたらしている。 

– IoT シナリオでイノベーションを推進または業務効率を改善している (資産の監視による効率性向上、高度なデータ アナリティクス

を利用した新しいビジネス モデルと収益源による事業変革など)。 

– 主な業種に合わせた、または業種を超えた需要に応じたデジタル変革を実現するエンドツーエンドのソリューションを提供している。 

具体的な顧客事例を挙げ、ソリューションの導入によるビジネス インパクトを示す重要業績指標 (KPI) を提示している。 

応募資格 

• 2021 年 1 月までに Cloud コンピテンシー (Cloud Platform、Cloud Productivity、Enterprise Mobility Management、Cloud Business 

Applications、Security、Small & Mid Market Cloud Solutions) で Gold レベルを取得しているか、Co-sell Ready オファーのある ISV で

あること。 

• 優良な MPN パートナーであること (メンバーシップを更新している、会費を納めているなど)。 

• 再現可能な共同販売ソリューションを Azure Marketplace に公開していること。 

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点までアップロードできます 

(裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも含まれます)。 

• ソリューションを１つ選択してください。ソリューションによって解決した顧客のシナリオや問題点について具体的に説明してください。その

際、顧客のビジネス課題や問題点、ソリューション導入前/後の違いを記述してください。以下のような情報を含めてください。 

– 顧客の名称またはその他の関連情報  

– 顧客のビジネス上の問題点 

– 貴社のソリューションが対応している利用シナリオ(予知保全、リモート監視、コネクテッド ファクトリ、コネクテッド フィールド サービ

ス、資産管理、オペレーショナル インテリジェンス、高度な分析、予測的分析、規範的分析、パーソナライズまたはカスタマイズな

ど) 

– 貴社の IoT ソリューションで使用された具体的なデバイスやセンサーとその数  

– 収集または分析したデータの種類  

• ソリューションに組み込んだマイクロソフト サービスおよびテクノロジーを回答してください。使用したすべてのマイクロソフト製品 (バージョンも

含む) とテクノロジーを記述してください。 

• 貴社のソリューションのメリットとビジネス インパクトについて説明してください。以下のような情報を含めてください。 

https://partner.microsoft.com/en-us/membership/sell-with-microsoft
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– 貴社のソリューションが顧客のビジネスに与えた影響 (顧客の競争力向上など)、投資利益 (ROI) の詳細な数値 (コスト削減、

生産性向上など)  

– 獲得したオペレーショナル インテリジェンス 

• 特定の顧客に限定したソリューションか、より広範な市場に影響を及ぼす再現可能なソリューションかを回答してください。  

• IoT ソリューションを導入した主な業種と、今後の業種拡大の展望について説明してください。  

• ソリューションを他の業種に応用可能かどうかと、可能な場合は具体的な方法を記述してください。 

• 優れたカスタマー エクスペリエンスや顧客満足度を実証する外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、動画、顧客の推薦状など) 

をアップロードするか、リンクを提示してください。 

 

 
Migration to Azure (Azure への移行) 

Migration to Azure (Azure への移行) パートナー オブ ザ イヤー アワードは、顧客が短期間でクラウドに移行できるようにする優れたソリュー

ションを提供しているパートナー様に授与されます。応募に際しては、顧客の既存環境の評価や、インフラストラクチャ、データベース、アプリケー

ション ワークロードの移行と最新化の計画をサポートして、Azure の大規模採用を促進し、最終的に業績の向上、顧客価値の向上、企業

の事業推進の支援を行った事例を示してください。 

このソリューションでは、以下の分野におけるベスト プラクティスを例示してください。  

• 既存のアプリケーション、データベース、インフラストラクチャ サービスのインベントリを管理している。 

• アプリケーションやサービスを Azure に移行または最新化する準備ができているかどうかを評価している。 

• (スケーラブルなソリューションや手法を用いて) 移行や最新化を行い、ビジネスの俊敏性向上やコスト効率の向上を実現している。 

• Azure ハイブリッド/パブリック クラウドのシナリオでマイクロソフトのデータ プラットフォーム機能を活用して、(SQL Server や Azure Data 

Services セットを利用した高可用性、高性能、大規模、またはハイブリッド アプリケーションに重点を置いて) 基幹業務アプリケーション

をサポートしている。 

応募資格 

• 2021 年  1 月までに  Cloud コンピテンシー  (Cloud Platform、Cloud Productivity、Data Platform、Enterprise Mobility 

Management、Cloud Business Applications、Security、Small & Mid Market Cloud Solutions) で Gold レベルを取得している

か、Co-sell Ready オファーのある ISV であること。 

• 優良な MPN パートナーであること (メンバーシップを更新している、会費を納めているなど)。 

• Microsoft コマーシャル マーケットプレースにソリューションが 1 つ以上あること。 

• Microsoft Data Platform を利用する、Co-sell Ready オファーの IP/ISV アプリケーション (または Co-sell Ready オファーのサービス ソ

リューション) があること。 

• Microsoft Cloud Adoption Framework for Azure を利用した応募に関する特別な考慮事項: Cloud Adoption Framework は、

顧客の Azure 導入を成功させるために、顧客のクラウド採用プロセスの段階ごとにベスト プラクティスとガイダンスをまとめたものです。顧

客のプロジェクトや、Cloud Adoption Framework に基づいて開発した商用サービスを通して、このフレームワークが貴社の応募内容に

どう関わっているかを示してください。 
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要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点までアップロードできます 

(裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも含まれます)。 

• 移行ソリューション/プロジェクトを１つ選択してください。ソリューションによって解決した顧客のシナリオや問題点について具体的に説明し

てください。その際、顧客のビジネス課題や問題点、ソリューション導入前/後の違いを記述してください。以下のような情報を含めてくだ

さい。 

– 顧客の名称またはその他の関連情報 

– 顧客のビジネス上の問題点 

– 貴社のソリューションが提供した価値(コスト削減、データ ガバナンスの向上、パフォーマンスの向上、クラウドへの移行など) 

• プロジェクトに組み込んだ Microsoft Azure サービスおよびテクノロジーを回答してください。使用したすべてのマイクロソフト製品 (バージョ

ンも含む) とテクノロジーを記述してください。 

• 貴社のソリューションのメリットとビジネス インパクトについて説明してください。以下のような情報を含めてください。 

– 貴社のソリューションが顧客のビジネスに与えた影響 (顧客の競争力向上など)、投資利益 (ROI) の詳細な数値 (コスト削減、

生産性向上など) 

• 特定の顧客に限定したソリューションか、より広範な市場に影響を及ぼす再現可能なソリューションかを回答してください。  

– 貴社のソリューションが応用されている具体的な顧客のシナリオを記述してください。  

– ソリューションを他のシナリオに応用可能かどうかと、可能な場合は具体的な方法を記述してください。 

• 優れたカスタマー エクスペリエンスや顧客満足度を実証する外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、動画、顧客の推薦状など) 

をアップロードするか、リンクを提示してください。 

• 具体的な顧客事例を挙げ、ソリューションの導入によるビジネス インパクトを示す重要業績指標 (KPI) を提示している。 

 

 
Mixed Reality (複合現実) 

Mixed Reality (複合現実) パートナー オブ ザ イヤー アワードは、顧客が複合現実のテクノロジーと Azure サービスを利用してデジタル変革を

促進できるソリューションを設計、開発、展開したパートナー様に授与されます。応募に際しては、パートナー様が複合現実と  Azure を利用し

て、ビジネス インパクトの改善、顧客価値の向上、顧客の競争力向上を可能にするソリューションを構築した事例を示してください。  

ソリューションの必要条件は、以下のとおりです。 

• 商用または公共部門の産業 (コンシューマー向けを除く) でイノベーションを示せること。 

• 稼働環境に導入していること。  

• 以下のすべてを実証できること。  

– 顧客が Azure を利用して、基幹業務 (LOB) のシナリオやビジネス上の課題を解決できるよう支援している。 

– ビジネス変革を推進し、顧客に対して経済的または業績的にプラスの影響をもたらしている。 

– 具体的な顧客事例を挙げ、ソリューションの導入によるビジネス インパクトを示す重要業績指標 (KPI) を提示している。 

応募資格 

• 2021 年 1 月までに Cloud コンピテンシー (Cloud Platform、Cloud Productivity、Enterprise Mobility Management、Cloud 

Business Applications、Security、Small & Mid Market Cloud Solutions) で Gold レベルを取得しているか、Co-sell Ready オ

ファーのある ISV であること。 

  

https://partner.microsoft.com/en-us/membership/sell-with-microsoft
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• 優良な MPN パートナーであること (メンバーシップを更新している、会費を納めているなど)。 

• Mixed Reality Partner Program (MRPP) の認定メンバーであること。 

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点までアップロードできます 

(裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも含まれます)。 

• ソリューションを１つ選択してください。ソリューションによって解決した顧客のシナリオや問題点について具体的に説明してください。その

際、顧客のビジネス課題や問題点、ソリューション導入前/後の違いを記述してください。以下のような情報を含めてください。 

– 顧客の名称またはその他の関連情報 

– ソリューションの対象業種  

– ソリューションの対象ユースケース 

– 貴社のソリューションが対応している利用シナリオ(リモート支援、トレーニング、コラボレーション、設計、IoT データ アクセスなど) 

– このソリューションでの Azure 年間消費量  

• ソリューションに組み込んだ複合現実テクノロジーを回答してください。使用したすべてのマイクロソフト製品 (バージョンも含む) と Azure テ

クノロジーを記述してください。 

• 貴社のソリューションのメリットとビジネス インパクトについて説明してください。以下のような情報を含めてください。 

– 貴社のソリューションが顧客のビジネスに与えた影響 (顧客の競争力向上など)、投資利益 (ROI) の詳細な数値 (コスト削減、

生産性向上など)  

– 特定の顧客に限定したソリューションか、市場拡大の可能性があるソリューションかを回答してください。  

– 貴社のソリューションを導入した主な業種と、今後の業種拡大の展望について説明してください。  

– ソリューションを他の業種に応用可能かどうかと、可能な場合は具体的な方法を記述してください。 

– 優れたカスタマー エクスペリエンスや顧客満足度を実証する外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、動画、顧客の推薦状

など) をアップロードするか、リンクを提示してください。 

 

 
Modernizing Applications (アプリケーションの最新化) 

Modernizing Applications (アプリケーションの最新化) パートナー オブ ザ イヤー アワードは、顧客のクラウド対応アプリケーションの最新化で

優れた業績を挙げたパートナー様に授与されます。応募に際しては、パートナー様が顧客のビジネス課題を十分に理解し、新しいクラウド テクノ

ロジーやプラクティスの採用促進を支援した事例を示してください。Microsoft Azure ベースで、さらに  Azure App Service、Azure 

Kubernetes Service、GitHub、Azure SQL Database、Azure Spring Cloud などのテクノロジーを組み合わせて活用しているソリューション

が対象となります。アプリケーションの最新化への投資が顧客のビジネスの重要側面を変革するのに役立つという、先見的な考え方がわかる

ような顧客事例を示してください。顧客のレガシー アプリケーションを改善し、Microsoft Azure プラットフォームを利用することでコンシューマー

や従業員のビジネス価値が大幅に高まった最新化事例を示すことが重要です。  

アプリケーションの最新化ソリューションで重視される点:  

• レガシー/オンプレミス アプリケーションの最新化によって、短期間での市場化を実現している。 

• Azure サービスを利用して、アプリケーションのインテリジェンスを向上している。 

• クラウドへの移行によって、信頼性とセキュリティを向上している。 
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応募資格 

• 2021 年 1 月までに Cloud Platform コンピテンシーで Gold レベルを取得しているか、提出事例を表す Co-sell Ready オファーのアプ

リ イノベーション ソリューションがあること。注: 選考時には、Co-sell Ready オファーの方が、Cloud コンピテンシー要件よりも重視されま

す。 

• 優良な MPN パートナーであること (メンバーシップを更新している、会費を納めているなど)。 

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点までアップロードできます 

(裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも含まれます)。 

• ソリューションを１つ選択してください。ソリューションによって解決した顧客のシナリオや問題点について具体的に説明してください。その

際、顧客のビジネス課題や問題点、ソリューション導入前/後の違いを記述してください。 

• 貴社のソリューションのメリットとビジネス インパクト、および使用した製品 (バージョンも含む) とテクノロジーを記述してください。 

• マイクロソフトのテクノロジー ベースのソリューションにしたことが、貴社の成長やクラウドへの適応に向けた変革にどう役立ったか。技術およ

びビジネス上の観点から見て、顧客獲得にどう役立ったか。 

• 特定の顧客に限定したソリューションか、市場拡大の可能性があるソリューションかを回答してください。 

• 優れたカスタマー エクスペリエンスや顧客満足度を再現可能な方法で実証する外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、動画、

顧客の推薦状など) をアップロードするか、リンクを提示してください。 

• Azure 上で開発プロセスを展開および自動化するための DevOps テクノロジーや好適テクノロジー (GitHub、GitHub Actions、サード

パーティの DevOps ソリューションなど) を利用して、開発者の生産性をどう高めているかを説明してください。 

 

 
OSS on Azure 

OSS on Azure (Open-Source Applications & Infrastructure on Azure) パートナー オブ ザ イヤー アワードは、Microsoft Azure クラウド 

プラットフォームを基盤に卓越したオープンソース ベースのアプリケーションやインフラ ソリューションを提供しているパートナー様に授与されます。グ

ローバルで広く評価されているオープンソース プロジェクト (１つ以上) と Microsoft Azure を組み合わせて、顧客の相互運用ニーズを満たすこ

とが求められます。イノベーション、競争上の差別化、収益性の高いビジネスを実現する顧客価値を実証すると共に、オープンソース ソフトウェ

アと Microsoft Azure サービスを使用するメリットも示してください。 

応募資格  

• 優良な MPN パートナーであること (メンバーシップを更新している、会費を納めているなど)。 

• Linux Server Migration または OSS DB Migration のタグが付いた Microsoft コマーシャル マーケットプレースにソリューションが 1 つ

以上あるか、Co-sell Ready オファーのある ISV であること。 

• Microsoft Azure ベースのオープンソース ソリューションの成功例を示す、顧客の成功事例を 1 件以上公表していること。 

• Microsoft Cloud Adoption Framework for Azure を利用した応募に関する特別な考慮事項: Cloud Adoption Framework は、

顧客の Azure 導入を成功させるために、顧客のクラウド採用プロセスの段階ごとにベスト プラクティスとガイダンスをまとめたものです。顧

客のプロジェクトや、Cloud Adoption Framework に基づいて開発した商用サービスを通して、このフレームワークが貴社の応募内容に

どう関わっているかを示してください。 

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点までアップロードできます 

(裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも含まれます)。 

  

https://partner.microsoft.com/en-us/membership/sell-with-microsoft
file:///C:/Users/YuchbaSyiemliehChill/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6KWVO4SZ/aka.ms/adopt/overview
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• 貴社のソリューションが Azure と OSS を利用して解決している、顧客の課題や問題点を具体的に記述してください。以下の点を明記

してください。 

– 顧客のビジネス上の課題や問題点 

– 貴社のソリューション/サービスが顧客にもたらした主なメリットやビジネス インパクト (コスト削減や収益増加の具体的な金額など) 

– 顧客が Azure を OSS ソリューションとして選択した理由 (ビジネスおよび技術上の観点) 

• ソリューションに組み込んだマイクロソフト テクノロジーおよびオープンソース テクノロジー (注: このアワードの対象テクノロジーの 1 つは 

Microsoft Azure でなければなりません) と、それらのテクノロジーが契約獲得にどう役立ったかを説明してください。 

• このソリューションの設計、開発、導入、統合に際して他のマイクロソフト パートナーと協業したかどうかと、協業した場合は、その経緯およ

び顧客にもたらしたメリットを記述してください。 

• 優れたカスタマー エクスペリエンスや顧客満足度を実証する外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、動画、顧客の推薦状など) 

があれば、それらを提示してください。 

• オープンソースの団体やコミュニティに積極的に参加または貢献しているかどうかと、参加している場合は、その詳細 (イベントの後援や、

貢献を示す GitHub アカウントなど) を記述してください。 

 

 
Rising Azure Technology (成長中の Azure テクノロジー) 

Rising Azure Technology (成長中の Azure テクノロジー) パートナー オブ ザ イヤー アワードは、現在は専任のパートナー開発マネージャー 

(PDM) がおらず、Microsoft Azure を主要なクラウド プラットフォームとして活用し、コマーシャル マーケットプレースを通じて自社のソリューション

の規模を拡大することで、顧客の注目を集め、成功事例を挙げているテクノロジー パートナー (ISV) 様に授与されます。 

応募に際しては、再現可能な IP の価値を明確に実証し、Azure をテクノロジーの基盤とすることで、差別化された価値やカスタマー エクスペ

リエンスを実現した事例を示してください。加えて、マイクロソフトとのエンゲージメントによって、自社の事業の成長とコマーシャル マーケットプレー

スの利用がどのように促進されたかも説明してください。 

選考の際には、Azure 消費売上やマーケットプレースでの販売数などの重要業績指標 (KPI) も加味されます。 

応募資格 

• 優良な MPN パートナーであること (メンバーシップを更新している、会費を納めているなど)。 

• 専任のパートナー開発マネージャー (PDM) がいないマイクロソフト テクノロジー パートナーであること。 

• アプリケーションが Azure Marketplace または Microsoft AppSource 上に公開リストされていること。   

• Azure を活用したアプリケーションであり、独創的な方法で Azure サービスを利用していること。 

• 将来性の高い方法で Azure サービスを活用していることを実証してください。  

• 応募の際には、顧客紹介を 1 件以上提示してください。 

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください。  ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点までアップロードできま

す (裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。  要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも含まれます)。 

• 貴社のアプリケーションが顧客にもたらす特有の価値、他のテクノロジー パートナーとの違い、および Azure をベースにすることで、顧客に

対してどのように差別化された価値が生まれるかを説明してください。 

• 貴社の主要ソリューションに使用している主要な Azure テクノロジーおよびその他のマイクロソフト テクノロジーを記述してください。特に、

主要ソリューションに統合している先進のマイクロソフト クラウド サービス (AAD、AKS、PowerApps、Teams、AI、Azure SQL DB、

Cosmos DB、D365 Customer Insights など) を明記してください。 

• コマーシャル マーケットプレースが貴社の事業にどう影響しているかを記述してください。 
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• Azure 上で開発プロセスを展開および自動化するための DevOps テクノロジーや好適テクノロジー (GitHub、GitHub Actions、サード

パーティの DevOps ソリューションなど) を利用して、開発者の生産性をどう高めているかを説明してください。 

• マイクロソフトと協同で獲得した主な顧客を 1 件以上挙げ、貴社のソリューションがマイクロソフトとの関係を存分に活用して、差別化さ

れた価値を顧客に提供した事例を記述してください。  

 

 
SAP on Azure 

SAP on Azure パートナー オブ ザ イヤー アワードは、Microsoft Azure プラットフォームを基盤にした SAP ソリューションを提供しているパートナー

様に授与されます。応募に際しては、お客様がどのように Microsoft Azure プラットフォームを活用し、SAP 環境を移行して、ビジネスの俊敏

性、セキュリティ、コスト削減、柔軟性、高可用性を実現した顧客事例を示してください。Microsoft Azure プラットフォーム ベースのソリュー

ションが対象となります。  

SAP ソリューションで重視される点:  

• SAP S/4HANA 

• 自動化 

• デジタル変革 

• 特定業種への特化 

• SAP on Azure の「広範なシナリオ」を含む応募に関する特別な考慮事項:   

– データベースの移行、データベース管理、レポーティング、分析、ダッシュボード、データ可視化 

– セキュリティ、ビジネス継続性  

– IoT  

– Teams 

– Power Platform、Power App、Power BI 

応募資格 

• 2021 年 1 月までに Cloud コンピテンシー (Cloud Platform、Cloud Productivity、Enterprise Mobility Management、Cloud 

Business Applications、Security、Small & Mid Market Cloud Solutions) で Gold レベルを取得しているか、Co-sell Ready オ

ファーのある ISV であること。 

• マイクロソフトの Cloud Platform コンピテンシーまたは Data Analytics コンピテンシーを取得していること。 

• 優良な MPN パートナーであること (メンバーシップを更新している、会費を納めているなど)。 

• SAP on Azure Advanced Specialization または２つ以上の SAP on Azure (AZ-120) 認定を取得していること。  

• SAP 認定パートナーであること。 

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点までアップロードできます 

(裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも含まれます)。 

• マイクロソフトの営業担当者と協力した SAP on Azure の顧客ソリューションを１つ選択してください。特定の顧客シナリオ向けソリュー

ションでマイクロソフトの製品またはクラウド サービス (Azure は必須) をどのように利用したか、複数の課題を解決するために独自の市場

アプローチをどのように行ったかを説明してください。 

• 貴社のソリューションのメリットとビジネス インパクト、および使用した製品とテクノロジーを記述してください。貴社のソリューションがもたら

したビジネスへの好影響 (投資利益 (ROI)、コスト削減、生産性向上、財務的影響、成長度など) を数値で提示してください。 

  

https://partner.microsoft.com/en-us/membership/sell-with-microsoft
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/cloud-platform-competency
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/cloud-platform-competency
https://mspartner.microsoft.com/en/us/pages/membership/data-analytics-competency.aspx
https://mspartner.microsoft.com/en/us/pages/membership/data-analytics-competency.aspx
https://www.sap.com/partner/find.html
https://www.sap.com/partner/find.html
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• マイクロソフトのテクノロジー ベースのソリューションにしたことが、貴社の成長やクラウド サービスの提供に向けた変革にどう役立ったか、技

術およびビジネス上の観点から見て、顧客獲得にどう役立ったかを記述してください。 

• 特定の顧客に限定したソリューションか、市場/業種拡大の可能性があるソリューションかを回答してください。優れたカスタマー エクスペ

リエンスや顧客満足度を実証する公開参照またはデータ ソース (出版物、事例、動画、顧客の推薦状など) をアップロードするか、リン

クを提示してください。 

 

Business Applications Awards 

 
Dynamics 365 Business Central 

Dynamics 365 Business Central パートナー オブ ザ イヤー アワードは、Microsoft Dynamics 365 Business Central を基盤にした革新

的で独自性のある顧客ソリューションの提供で、優れた実績を挙げたパートナー様に授与されます。応募に際しては、マイクロソフトの顧客に一

貫性のある高品質の先見的なサービスを提供し、顧客が Microsoft Dynamics 365 Business Central への投資から多大なビジネス メ

リットが得られるよう支援していることを実証してください。ビジネス リーダーシップと安定した顧客の成功事例と共に、既存の顧客基盤を維

持・拡大しながら、新規顧客の件数やクラウド収益が堅調に伸びていることも評価されます。このクラウド  ビジネスを大きく進展させたパート

ナー様も評価されます。また、オンプレミスからのアップグレードや、競合ソリューションからの移行に顧客を導いた事例も評価されます。

Microsoft Dynamics 365 Business Central ソリューション/サービスがこのアワードの対象となります。 

応募資格 

• SI パートナー様: 2021 年 1 月までに Cloud Business Applications または Small and Midsize Business Management の 

Advanced Specialization (高度な専門性)、または ERP コンピテンシー で Gold レベルを取得していること。 

• ISV パートナー様: AppSource でアプリケーションを公開していること。 

• ソリューション/導入内容がクラウドで構築/展開され、Microsoft Dynamics 365 Business Central ベースであること。 

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください (4,000 文字以上)。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点まで

アップロードできます (裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも

含まれます)。要約および裏付け文書は英語で提出してください。 

• 貴社の具体的なビジネス インパクト (例: 収益増加、対応可能な新規市場、業績、顧客満足) を含め、Microsoft Dynamics 365 

Business Central に関連するデジタル変革がもたらすクラウド ビジネス チャンスにどのように取り込んでいるかを説明してください。貴

社で活用したマイクロソフト クラウド製品、サービス、新規/既存のクラウド ベースのソリューションについて、その種類とそれぞれの活用方

法を詳しく示してください。業種、顧客区分、事業プロセスなど、貴社がどのような分野に特化しているかを具体的に説明してください。 

• ソリューションを 1 つ選択してください。そのソリューション/導入によって解決した顧客のシナリオや問題点について具体的に記述してく

ださい。貴社のソリューションのうち、どの程度が再現可能なのか、価格設定モデル、市場化までの所要時間を説明してください。

Microsoft Dynamics 365 Business Central を利用した顧客のビジネス課題の解決、新規顧客の獲得、顧客サービスの改善、また

はその他のビジネス目標の達成を、貴社がどのようにサポートしたかを説明してください。クラウドの利用顧客の成功度、定着率、採用

率、満足度に関する戦略をどのように管理しているかを記述してください。優れたカスタマー エクスペリエンスや顧客満足度を実証する

外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、動画、顧客の推薦状など) をアップロードするか、リンクを提示してください。 

• Dynamics 365 Business Central ソリューション/サービスで契約を獲得する方法を記述してください。 貴社のソリューションやサービス

が契約を獲得した事例を、技術およびビジネス上の観点から説明してください。 
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• マイクロソフト クラウド製品を使用して、貴社のソリューションやサービスをどのように強化、拡張したかを説明してください。Microsoft 

365、Power BI、Azure IoT や、Dynamics 365 Business Central を中心としたその他の Dynamics 製品 (Sales Professional、

Power Apps など) の統合も対象となります。 

 

 
Dynamics 365 Commerce 

Dynamics 365 Commerce パートナー オブ ザ イヤー アワードは、Microsoft Dynamics 365 Commerce を基盤にした革新的で独自性

のある顧客ソリューションの提供で、優れた実績を挙げたパートナー様に授与されます。 応募に際しては、マイクロソフトの顧客に一貫性のある

高品質の先見的なサービスを提供し、顧客が Microsoft Dynamics 365 Commerce への投資から多大なビジネス メリットが得られるよう

支援していることを実証してください。 ビジネス リーダーシップと安定した顧客の成功事例と共に、既存の顧客基盤を維持・拡大しながら、新

規顧客の件数やクラウド収益が堅調に伸びていることも評価されます。このクラウド ビジネスを大きく進展させたパートナー様も評価されます。

また、オンプレミスからのアップグレードや、競合ソリューションからの移行に顧客を導いた事例も評価されます。Microsoft Dynamics 365 

Commerce ソリューション/サービスがこのアワードの対象となります。 

応募資格 

• SI パートナー様: 2021 年 1 月までに Cloud Business Applications で Gold レベルを取得していること。 

• ISV パートナー様: ISV Connect プログラムで、Co-sell Ready オファーのオンボーディングが完了していること (AppSource/マーケットプレー

スでのアプリ公開を含む)。 

• ソリューション/導入内容がクラウドで構築/展開され、Microsoft Dynamics 365 Commerce ベースであること。 

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください (4,000 文字以上)。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点まで

アップロードできます (裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも

含まれます)。要約および裏付け文書は英語で提出してください。 

• 貴社の具体的なビジネス インパクト (例: 収益増加、対応可能な新規市場、業績、顧客満足) を含め、Microsoft Dynamics 365 

Commerce に関連するデジタル変革がもたらすクラウド ビジネス チャンスにどのように取り込んでいるかを説明してください。貴社で活

用したマイクロソフト クラウド製品、サービス、新規/既存のクラウド ベースのソリューションについて、その種類とそれぞれの活用方法を詳

しく示してください。業種、顧客区分、事業プロセスなど、貴社がどのような分野に特化しているかを具体的に説明してください。 

• ソリューション/導入内容を 1 つ選択してください。そのソリューション/導入によって解決した顧客のシナリオや問題点について具体的に

記述してください。Microsoft Dynamics 365 Commerce を利用した顧客のビジネス課題の解決、新規顧客の獲得、顧客サービス

の改善、またはその他のビジネス目標の達成を、貴社がどのようにサポートしたかを説明してください。優れたカスタマー エクスペリエンスや

顧客満足度を実証する外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、動画、顧客の推薦状など) をアップロードするか、リンクを提示し

てください。 

• Microsoft Dynamics 365 Commerce ソリューション/サービスで契約を獲得する方法を記述してください。貴社のソリューションやサー

ビスが契約を獲得した事例を、技術およびビジネス上の観点から説明してください。 

• マイクロソフト クラウド製品を使用して、貴社のソリューションやサービスをどのように強化、拡張したかを説明してください。Microsoft 

365、Power BI、Azure IoT や、Microsoft Dynamics 365 Commerce を中心としたその他の Dynamics 製品の統合も対象となり

ます。 

• クラウドの利用顧客の定着率や満足度に関する戦略をどのように管理しているかを記述してください。顧客満足度の測定方法につい

て説明し、合計ポイントに関連する顧客満足度の測定基準があれば提示してください。さらに、顧客ロイヤルティや顧客満足度の裏付

け、または顧客からの推薦状を提示してください。積極的利用の増加をどのように追跡、管理、促進しているかを説明してください。 
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Dynamics 365 Customer Insights 

Dynamics 365 Customer Insights パートナー オブ ザ イヤー アワードは、Microsoft Dynamics 365 Customer Insights を基盤にした

革新的で独自性のある顧客ソリューションの提供で、優れた実績を挙げたパートナー様に授与されます。応募に際しては、マイクロソフトの顧

客に一貫性のある高品質の先見的なサービスを提供し、顧客が Microsoft Dynamics 365 Customer Insights への投資から多大なビ

ジネス メリットが得られるよう支援していることを実証してください。 ビジネス リーダーシップと安定した顧客の成功事例と共に、既存の顧客基

盤を維持・拡大しながら、新規顧客の件数やクラウド収益が堅調に伸びていることも評価されます。このクラウド ビジネスを大きく進展させた

パートナー様も評価されます。また、オンプレミスからのアップグレードや、競合ソリューションからの移行に顧客を導いた事例も評価されます。

Microsoft Dynamics 365 Customer Insights ソリューション/サービスがこのアワードの対象となります。 

応募資格 

• SI パートナー様: 2021 年 1 月までに Cloud Business Applications で Gold レベルを取得していること。 

• ISV パートナー様: ISV Connect プログラムで、Co-sell Ready オファーのオンボーディングが完了していること (AppSource/マーケットプレー

スでのアプリ公開を含む)。 

• ソリューション/導入内容がクラウドで構築/展開され、Microsoft Dynamics 365 Customer Insights ベースであること。 

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください (4,000 文字以上)。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点まで

アップロードできます (裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも

含まれます)。要約および裏付け文書は英語で提出してください。 

• 貴社の具体的なビジネス インパクト (例: 収益増加、対応可能な新規市場、業績、顧客満足) を含め、Microsoft Dynamics 365 

Customer Insights に関連するデジタル変革がもたらすクラウド ビジネス チャンスにどのように取り込んでいるかを説明してください。

貴社で活用したマイクロソフト クラウド製品、サービス、新規/既存のクラウド ベースのソリューションについて、その種類とそれぞれの活用

方法を詳しく示してください。業種、顧客区分、事業プロセスなど、貴社がどのような分野に特化しているかを具体的に説明してくださ

い。 

• ソリューション/導入内容を１つ選択してください。そのソリューション/導入によって解決した顧客のシナリオや問題点について具体的に

記述してください。Microsoft Dynamics 365 Customer Insights を利用した顧客のビジネス課題の解決、新規顧客の獲得、顧客

サービスの改善、またはその他のビジネス目標の達成を、貴社がどのようにサポートしたかを説明してください。優れたカスタマー エクスペリ

エンスや顧客満足度を実証する外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、動画、顧客の推薦状など) をアップロードするか、リンク

を提示してください。 

• Microsoft Dynamics 365 Customer Insights ソリューション/サービスで契約を獲得する方法を記述してください。貴社のソリュー

ションやサービスが契約を獲得した事例を、技術およびビジネス上の観点から説明してください。 

• マイクロソフト クラウド製品を使用して、貴社のソリューションやサービスをどのように強化、拡張したかを説明してください。Microsoft 

365、Power BI、Azure IoT や、Microsoft Dynamics 365 Customer Insights を中心としたその他の Dynamics 製品の統合も対

象となります。 

• クラウドの利用顧客の定着率や満足度に関する戦略をどのように管理しているかを記述してください。顧客満足度の測定方法につい

て説明し、合計ポイントに関連する顧客満足度の測定基準があれば提示してください。さらに、顧客ロイヤルティや顧客満足度の裏付

け、または顧客からの推薦状を提示してください。積極的利用の増加をどのように追跡、管理、促進しているかを説明してください。 
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Dynamics 365 Customer Service 

Dynamics 365 Customer Service パートナー オブ ザ イヤー アワードは、Microsoft Dynamics 365 Customer Service を基盤にした革

新的で独自性のある顧客ソリューションの提供で、優れた実績を挙げたパートナー様に授与されます。応募に際しては、マイクロソフトの顧客に

一貫性のある高品質の先見的なサービスを提供し、顧客が Microsoft Dynamics 365 Customer Service への投資から多大なビジネス メ

リットが得られるよう支援していることを実証してください。ビジネス リーダーシップと安定した顧客の成功事例と共に、既存の顧客基盤を維

持・拡大しながら、新規顧客の件数やクラウド収益が堅調に伸びていることも評価されます。このクラウド  ビジネスを大きく進展させたパート

ナー様も評価されます。また、オンプレミスからのアップグレードや、競合ソリューションからの移行に顧客を導いた事例も評価されます。

Microsoft Dynamics 365 Customer Service ソリューション/サービスがこのアワードの対象となります。 

応募資格 

• SI パートナー様: 2021 年 1 月までに Cloud Business Applications で Gold レベルを取得していること。 

• ISV パートナー様: ISV Connect プログラムで、Co-sell Ready オファーのオンボーディングが完了していること (AppSource/マーケットプレー

スでのアプリ公開を含む)。 

• ソリューション/導入内容がクラウドで構築/展開され、Microsoft Dynamics 365 Customer Service ベースであること。 

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください (4,000 文字以上)。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点まで

アップロードできます (裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも

含まれます)。要約および裏付け文書は英語で提出してください。 

• 貴社の具体的なビジネス インパクト (例: 収益増加、対応可能な新規市場、業績、顧客満足) を含め、Microsoft Dynamics 365 

Customer Service に関連するデジタル変革がもたらすクラウド ビジネス チャンスにどのように取り込んでいるかを説明してください。貴

社で活用したマイクロソフト クラウド製品、サービス、新規/既存のクラウド ベースのソリューションについて、その種類とそれぞれの活用方

法を詳しく示してください。業種、顧客区分、事業プロセスなど、貴社がどのような分野に特化しているかを具体的に説明してください。 

• ソリューション/導入内容を 1 つ選択してください。そのソリューション/導入によって解決した顧客のシナリオや問題点について具体的に

記述してください。Microsoft Dynamics 365 Customer Service を利用した顧客のビジネス課題の解決、新規顧客の獲得、顧客

サービスの改善、またはその他のビジネス目標の達成を、貴社がどのようにサポートしたかを説明してください。優れたカスタマー エクスペリ

エンスや顧客満足度を実証する外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、動画、顧客の推薦状など) をアップロードするか、リンク

を提示してください。 

• Microsoft Dynamics 365 Customer Service ソリューション/サービスで契約を獲得する方法を記述してください。貴社のソリューショ

ンやサービスが契約を獲得した事例を、技術およびビジネス上の観点から説明してください。 

• マイクロソフト クラウド製品を使用して、貴社のソリューションやサービスをどのように強化、拡張したかを説明してください。Microsoft 

365、Power BI、Azure IoT や、Microsoft Dynamics 365 Customer Service を中心としたその他の Dynamics 製品の統合も対

象となります。 

• クラウドの利用顧客の定着率や満足度に関する戦略をどのように管理しているかを記述してください。顧客満足度の測定方法につい

て説明し、合計ポイントに関連する顧客満足度の測定基準があれば提示してください。さらに、顧客ロイヤルティや顧客満足度の裏付

け、または顧客からの推薦状を提示してください。積極的利用の増加をどのように追跡、管理、促進しているかを説明してください。 
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Dynamics 365 Field Service 

Dynamics 365 Field Service パートナー オブ ザ イヤー アワードは、Microsoft Dynamics 365 Field Service を基盤にした革新的で独

自性のある顧客ソリューションの提供で、優れた実績を挙げたパートナー様に授与されます。応募に際しては、マイクロソフトの顧客に一貫性の

ある高品質の先見的なサービスを提供し、顧客が Microsoft Dynamics 365 Field Service への投資から多大なビジネス メリットが得られ

るよう支援していることを実証してください。ビジネス リーダーシップと安定した顧客の成功事例と共に、既存の顧客基盤を維持・拡大しなが

ら、新規顧客の件数やクラウド収益が堅調に伸びていることも評価されます。このクラウド ビジネスを大きく進展させたパートナー様も評価され

ます。また、オンプレミスからのアップグレードや、競合ソリューションからの移行に顧客を導いた事例も評価されます。Microsoft Dynamics 

365 Field Service ソリューション/サービスがこのアワードの対象となります。 

応募資格 

• SI パートナー様: 2021 年 1 月までに Cloud Business Applications で Gold レベルを取得していること。 

• ISV パートナー様: ISV Connect プログラムで、Co-sell Ready オファーのオンボーディングが完了していること (AppSource/マーケットプレー

スでのアプリ公開を含む)。 

• ソリューション/導入内容がクラウドで構築/展開され、Microsoft Dynamics 365 Field Service ベースであること。 

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください (4,000 文字以上)。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点まで

アップロードできます (裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも

含まれます)。要約および裏付け文書は英語で提出してください。 

• 貴社の具体的なビジネス インパクト (例: 収益増加、対応可能な新規市場、業績、顧客満足) を含め、Microsoft Dynamics 365 

Field Service に関連するデジタル変革がもたらすクラウド ビジネス チャンスにどのように取り込んでいるかを説明してください。貴社で

活用したマイクロソフト クラウド製品、サービス、新規/既存のクラウド ベースのソリューションについて、その種類とそれぞれの活用方法を

詳しく示してください。業種、顧客区分、事業プロセスなど、貴社がどのような分野に特化しているかを具体的に説明してください。 

• ソリューション/導入内容を１つ選択してください。そのソリューション/導入によって解決した顧客のシナリオや問題点について具体的に

記述してください。Microsoft Dynamics 365 Field Service を利用した顧客のビジネス課題の解決、新規顧客の獲得、顧客サービス

の改善、またはその他のビジネス目標の達成を、貴社がどのようにサポートしたかを説明してください。優れたカスタマー エクスペリエンスや

顧客満足度を実証する外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、動画、顧客の推薦状など) をアップロードするか、リンクを提示し

てください。 

• Microsoft Dynamics 365 Field Service ソリューション/サービスで契約を獲得する方法を記述してください。貴社のソリューションや

サービスが契約を獲得した事例を、技術およびビジネス上の観点から説明してください。 

• マイクロソフト クラウド製品を使用して、貴社のソリューションやサービスをどのように強化、拡張したかを説明してください。Microsoft 

365、Power BI、Azure IoT や、Dynamics 365 Field Service を中心としたその他の Dynamics 製品の統合も対象となります。 

• クラウドの利用顧客の定着率や満足度に関する戦略をどのように管理しているかを記述してください。顧客満足度の測定方法につい

て説明し、合計ポイントに関連する顧客満足度の測定基準があれば提示してください。さらに、顧客ロイヤルティや顧客満足度の裏付

け、または顧客からの推薦状を提示してください。積極的利用の増加をどのように追跡、管理、促進しているかを説明してください。 
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Dynamics 365 Marketing 

Dynamics 365 Marketing パートナー オブ ザ イヤー アワードは、Microsoft Dynamics 365 Marketing を基盤にした革新的で独自性の

ある顧客ソリューションの提供で、優れた実績を挙げたパートナー様に授与されます。応募に際しては、マイクロソフトの顧客に一貫性のある高

品質の先見的なサービスを提供し、顧客が Microsoft Dynamics 365 Marketing への投資から多大なビジネス メリットが得られるよう支

援していることを実証してください。 ビジネス リーダーシップと安定した顧客の成功事例と共に、既存の顧客基盤を維持・拡大しながら、新規

顧客の件数やクラウド収益が堅調に伸びていることも評価されます。このクラウド ビジネスを大きく進展させたパートナー様も評価されます。ま

た、オンプレミスからのアップグレードや、競合ソリューションからの移行に顧客を導いた事例も評価されます。Microsoft Dynamics 365 

Marketing ソリューション/サービスがこのアワードの対象となります。 

応募資格 

• SI パートナー様: 2021 年 1 月までに Cloud Business Applications で Gold レベルを取得していること。 

• ISV パートナー様: ISV Connect プログラムで、Co-sell Ready オファーのオンボーディングが完了していること (AppSource/マーケットプレー

スでのアプリ公開を含む)。 

• ソリューション/導入内容がクラウドで構築/展開され、Microsoft Dynamics 365 Marketing ベースであること。 

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください (4,000 文字以上)。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点まで

アップロードできます (裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも

含まれます)。要約および裏付け文書は英語で提出してください。 

• 貴社の具体的なビジネス インパクト (例: 収益増加、対応可能な新規市場、業績、顧客満足) を含め、Microsoft Dynamics 365 

Marketing に関連するデジタル変革がもたらすクラウド ビジネス チャンスにどのように取り込んでいるかを説明してください。貴社で活

用したマイクロソフト クラウド製品、サービス、新規/既存のクラウド ベースのソリューションについて、その種類とそれぞれの活用方法を詳

しく示してください。業種、顧客区分、事業プロセスなど、貴社がどのような分野に特化しているかを具体的に説明してください。 

• ソリューション/導入内容を 1 つ選択してください。そのソリューション/導入によって解決した顧客のシナリオや問題点について具体的に

記述してください。Microsoft Dynamics 365 Marketing を利用した顧客のビジネス課題の解決、新規顧客の獲得、顧客サービスの

改善、またはその他のビジネス目標の達成を、貴社がどのようにサポートしたかを説明してください。優れたカスタマー エクスペリエンスや

顧客満足度を実証する外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、動画、顧客の推薦状など) をアップロードするか、リンクを提示し

てください。 

• Microsoft Dynamics 365 Marketing ソリューション/サービスで契約を獲得する方法を記述してください。貴社のソリューションやサー

ビスが契約を獲得した事例を、技術およびビジネス上の観点から説明してください。 

• マイクロソフト クラウド製品を使用して、貴社のソリューションやサービスをどのように強化、拡張したかを説明してください。Microsoft 

365、Power BI、Azure IoT や、Microsoft Dynamics 365 Marketing を中心としたその他の Dynamics 製品の統合も対象となり

ます。 

• クラウドの利用顧客の定着率や満足度に関する戦略をどのように管理しているかを記述してください。顧客満足度の測定方法につい

て説明し、合計ポイントに関連する顧客満足度の測定基準があれば提示してください。さらに、顧客ロイヤルティや顧客満足度の裏付

け、または顧客からの推薦状を提示してください。積極的利用の増加をどのように追跡、管理、促進しているかを説明してください。 
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Dynamics 365 Sales 

Dynamics 365 Sales パートナー オブ ザ イヤー アワードは、Microsoft Dynamics 365 Sales を基盤にした革新的で独自性のある顧客ソ

リューションの提供で、優れた実績を挙げたパートナー様に授与されます。応募に際しては、マイクロソフトの顧客に一貫性のある高品質の先

見的なサービスを提供し、顧客が Microsoft Dynamics 365 Sales への投資から多大なビジネス メリットが得られるよう支援していることを

実証してください。 ビジネス リーダーシップと安定した顧客の成功事例と共に、既存の顧客基盤を維持・拡大しながら、新規顧客の件数やク

ラウド収益が堅調に伸びていることも評価されます。このクラウド ビジネスを大きく進展させたパートナー様も評価されます。また、オンプレミスか

らのアップグレードや、競合ソリューションからの移行に顧客を導いた事例も評価されます。Microsoft Dynamics 365 Sales ソリューション/

サービスがこのアワードの対象となります。 

応募資格 

• SI パートナー様: 2021 年 1 月までに Cloud Business Applications で Gold レベルを取得していること。 

• ISV パートナー様: ISV Connect プログラムで、Co-sell Ready オファーのオンボーディングが完了していること (AppSource/マーケットプレー

スでのアプリ公開を含む)。 

• ソリューション/導入内容がクラウドで構築/展開され、Microsoft Dynamics 365 Sales ベースであること。 

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください (4,000 文字以上)。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点まで

アップロードできます (裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも

含まれます)。要約および裏付け文書は英語で提出してください。 

• 貴社の具体的なビジネス インパクト (例: 収益増加、対応可能な新規市場、業績、顧客満足) を含め、Microsoft Dynamics 365 

Sales に関連するデジタル変革がもたらすクラウド ビジネス チャンスにどのように取り込んでいるかを説明してください。貴社で活用した

マイクロソフト クラウド製品、サービス、新規/既存のクラウド ベースのソリューションについて、その種類とそれぞれの活用方法を詳しく示し

てください。業種、顧客区分、事業プロセスなど、貴社がどのような分野に特化しているかを具体的に説明してください。 

• ソリューション/導入内容を１つ選択してください。そのソリューション/導入によって解決した顧客のシナリオや問題点について具体的に

記述してください。Microsoft Dynamics 365 Sales を利用した顧客のビジネス課題の解決、新規顧客の獲得、顧客サービスの改善、

またはその他のビジネス目標の達成を、貴社がどのようにサポートしたかを説明してください。 

優れたカスタマー エクスペリエンスや顧客満足度を実証する外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、動画、顧客の推薦状など) 

をアップロードするか、リンクを提示してください。 

• Microsoft Dynamics 365 Sales ソリューション/サービスで契約を獲得する方法を記述してください。貴社のソリューションやサービスが

契約を獲得した事例を、技術およびビジネス上の観点から説明してください。 

• マイクロソフト クラウド製品を使用して、貴社のソリューションやサービスをどのように強化、拡張したかを説明してください。Microsoft 

365、Power BI、Azure IoT や、Microsoft Dynamics 365 Sales を中心としたその他の Dynamics 製品の統合も対象となります。 

• クラウドの利用顧客の定着率や満足度に関する戦略をどのように管理しているかを記述してください。顧客満足度の測定方法につい

て説明し、合計ポイントに関連する顧客満足度の測定基準があれば提示してください。さらに、顧客ロイヤルティや顧客満足度の裏付

け、または顧客からの推薦状を提示してください。積極的利用の増加をどのように追跡、管理、促進しているかを説明してください。 
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Dynamics 365 Supply Chain Management and Finance 

Dynamics 365 Supply Chain Management and Finance パートナー オブ ザ イヤー アワードは、Microsoft Dynamics 365 Supply 

Chain Management and Finance を基盤にした革新的で独自性のある顧客ソリューションの提供で、優れた実績を挙げたパートナー様に

授与されます。応募に際しては、マイクロソフトの顧客に一貫性のある高品質の先見的なサービスを提供し、顧客が Microsoft Dynamics 

365 Supply Chain Management and Finance への投資から多大なビジネス メリットが得られるよう支援していることを実証してください。

ビジネス リーダーシップと安定した顧客の成功事例と共に、既存の顧客基盤を維持・拡大しながら、新規顧客の件数やクラウド収益が堅調

に伸びていることも評価されます。このクラウド ビジネスを大きく進展させたパートナー様も評価されます。また、オンプレミスからのアップグレード

や、競合ソリューションからの移行に顧客を導いた事例も評価されます。Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management and 

Finance ソリューション/サービスがこのアワードの対象となります。 

応募資格 

• SI パートナー様: 2021 年 1 月までに Cloud Business Applications で Gold レベルを取得していること。 

• ISV パートナー様: ISV Connect プログラムで、Co-sell Ready オファーのオンボーディングが完了していること (AppSource/マーケットプレー

スでのアプリ公開を含む)。 

• ソリューション/導入内容がクラウドで構築/展開され、Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management and Finance ベー

スであること。 

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください (4,000 文字以上)。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点まで

アップロードできます (裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも

含まれます)。要約および裏付け文書は英語で提出してください。 

• 貴社の具体的なビジネス インパクト (例: 収益増加、対応可能な新規市場、業績、顧客満足) を含め、Microsoft Dynamics 365 

Supply Chain Management and Finance に関連するデジタル変革がもたらすクラウド ビジネス チャンスにどのように取り込んでい

るかを説明してください。貴社で活用したマイクロソフト クラウド製品、サービス、新規/既存のクラウド ベースのソリューションについて、そ

の種類とそれぞれの活用方法を詳しく示してください。業種、顧客区分、事業プロセスなど、貴社がどのような分野に特化しているかを

具体的に説明してください。 

• ソリューション/導入内容を１つ選択してください。そのソリューション/導入によって解決した顧客のシナリオや問題点について具体的に

記述してください。Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management and Finance を利用した顧客のビジネス課題の解決、

新規顧客の獲得、顧客サービスの改善、またはその他のビジネス目標の達成を、貴社がどのようにサポートしたかを説明してください。優

れたカスタマー エクスペリエンスや顧客満足度を実証する外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、動画、顧客の推薦状など) を

アップロードするか、リンクを提示してください。 

• Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management and Finance ソリューション/サービスで契約を獲得する方法を記述して

ください。貴社のソリューションやサービスが契約を獲得した事例を、技術およびビジネス上の観点から説明してください。 

• マイクロソフト クラウド製品を使用して、貴社のソリューションやサービスをどのように強化、拡張したかを説明してください。Microsoft 

365、Power BI、Azure IoT や、Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management and Finance を中心としたその他の 

Dynamics 製品の統合も対象となります。 

• クラウドの利用顧客の定着率や満足度に関する戦略をどのように管理しているかを記述してください。顧客満足度の測定方法につい

て説明し、合計ポイントに関連する顧客満足度の測定基準があれば提示してください。さらに、顧客ロイヤルティや顧客満足度の裏付

け、または顧客からの推薦状を提示してください。積極的利用の増加をどのように追跡、管理、促進しているかを説明してください。 

 

  

https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://partner.microsoft.com/en-us/membership/competencies%23tab-content-4&data=04|01|v-momatt@microsoft.com|d6a7a3dbd6ea42e7737208d8b8cd9a7f|72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47|1|0|637462540487280946|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=qT6vgvTcUcMPINCIB4KIfAEml5slk1qrzm0W8Z4P6is=&reserved=0
https://partner.microsoft.com/en-US/solutions/business-applications/isv-overview
https://partner.microsoft.com/en-US/solutions/business-applications/isv-overview
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Power Apps & Power Automate (Power Apps および Power Automate) 

Power Apps and Power Automate (Power Apps および Power Automate) パートナー オブ ザ イヤー アワードは、Power Apps およ

び Power Automate を基盤にした革新的で独自性のある顧客ソリューションの提供で、優れた実績を挙げたパートナー様に授与されます。

応募に際しては、マイクロソフトの顧客に一貫性のある高品質の先見的なサービスを提供し、顧客が  Power Apps および Power 

Automate への投資から多大なビジネス メリットが得られるよう支援していることを実証してください。 ビジネス リーダーシップと安定した顧客

の成功事例と共に、既存の顧客基盤を維持・拡大しながら、新規顧客の件数やクラウド収益が堅調に伸びていることも評価されます。 

応募資格 

• Power Apps または Power Automate のタグが付いた AppSource に Power Apps または Power Automate のコンサルティング/IP 

オファーが公開されているか、Power Apps または Power Automate の Co-sell Ready オファーが１つ以上あること。  

• 優良な MPN パートナーであること (メンバーシップを更新している、会費を納めているなど)。 

• Power Apps and Power Automate (Power Apps および Power Automate) のカテゴリーでは、複数の応募はできません。 

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください (4,000 文字以上)。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点まで

アップロードできます (裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも

含まれます)。要約および裏付け文書は英語で提出してください。 

• 貴社の具体的なビジネス インパクト (例: 収益増加、対応可能な新規市場、業績、顧客満足) を含め、Power Apps および Power 

Automate に関連するデジタル変革がもたらすクラウド ビジネス チャンスにどのように取り込んでいるかを説明してください。貴社で活

用したマイクロソフト クラウド製品、サービス、新規/既存のクラウド ベースのソリューションについて、その種類とそれぞれの活用方法を詳

しく示してください。業種、顧客区分、事業プロセスなど、貴社がどのような分野に特化しているかを具体的に説明してください。 

• ソリューション/導入内容を１つ選択してください。そのソリューション/導入によって解決した顧客のシナリオや問題点について具体的に

記述してください。Power Apps および Power Automate を利用した顧客のビジネス課題の解決、新規顧客の獲得、顧客サービスの

改善、またはその他のビジネス目標の達成を、貴社がどのようにサポートしたかを説明してください。優れたカスタマー エクスペリエンスや

顧客満足度を実証する外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、動画、顧客の推薦状など) をアップロードするか、リンクを提示し

てください。 

• Power Apps および Power Automate ソリューション/サービスで契約を獲得する方法を記述してください。貴社のソリューションやサー

ビスが契約を獲得した事例を、技術およびビジネス上の観点から説明してください。 

• マイクロソフト クラウド製品を使用して、貴社のソリューションやサービスをどのように強化、拡張したかを説明してください。Microsoft 

365、Power BI、Azure、Dynamics 365 の統合も対象となります。 

• クラウドの利用顧客の成功度、定着率、採用率、満足度に関する戦略をどのように管理しているかを記述してください。顧客満足度

の測定方法について説明し、合計ポイントに関連する顧客満足度の測定基準があれば提示してください。さらに、顧客ロイヤルティや

顧客満足度の裏付け、または顧客からの推薦状を提示してください。  

 

 
Power BI 

Power BI パートナー オブ ザ イヤー アワードは、Power BI を基盤にした革新的で独自性のある顧客ソリューションの提供で、優れた実績を挙

げたパートナー様に授与されます。 応募に際しては、マイクロソフトの顧客に一貫性のある高品質の先見的なサービスを提供し、顧客が 
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Power BI への投資から多大なビジネス メリットが得られるよう支援していることを実証してください。ビジネス リーダーシップと安定した顧客の

成功事例と共に、既存の顧客基盤を維持・拡大しながら、新規顧客の件数やクラウド収益が堅調に伸びていることも評価されます。 

応募資格 

• Power BI のタグが付いた AppSource に Power BI のコンサルティング/IP オファーが公開されているか、Power BI の Co-sell Ready オ

ファーが１つ以上あること。 

• Data Analytics、Cloud Business Applications、Cloud Productivity のうち少なくとも１つのコンピテンシーで Gold レベルを取得し

ていること。 

• 優良な MPN パートナーであること (メンバーシップを更新している、会費を納めているなど)。 

• Power BI のカテゴリーでは、複数の応募はできません。 

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください (4,000 文字以上)。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点まで

アップロードできます (裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも

含まれます)。要約および裏付け文書は英語で提出してください。 

• 貴社の具体的なビジネス インパクト (例: 収益増加、対応可能な新規市場、業績、顧客満足) を含め、Power BI に関連するデジタ

ル変革がもたらすクラウド ビジネス チャンスにどのように取り込んでいるかを説明してください。貴社で活用したマイクロソフト クラウド製

品、サービス、新規/既存のクラウド ベースのソリューションについて、その種類とそれぞれの活用方法を詳しく示してください。業種、顧客

区分、事業プロセスなど、貴社がどのような分野に特化しているかを具体的に説明してください。 

• ソリューション/導入内容を １つ選択してください。そのソリューション/導入によって解決した顧客のシナリオや問題点について具体的に

記述してください。Power BI を利用した顧客のビジネス課題の解決、新規顧客の獲得、顧客サービスの改善、またはその他のビジネス

目標の達成を、貴社がどのようにサポートしたかを説明してください。優れたカスタマー エクスペリエンスや顧客満足度を実証する外部参

照またはデータ ソース (出版物、事例、動画、顧客の推薦状など) をアップロードするか、リンクを提示してください。 

• Power BI ソリューション/サービスで契約を獲得する方法を記述してください。貴社のソリューションやサービスが契約を獲得した事例を、

技術およびビジネス上の観点から説明してください。  

• マイクロソフト クラウド製品を使用して、貴社のソリューションやサービスをどのように強化、拡張したかを説明してください。Microsoft 

365、Power Apps、Power Automate、Azure、Dynamics 365 の統合も対象となります。 

• クラウドの利用顧客の成功度、定着率、採用率、満足度に関する戦略をどのように管理しているかを記述してください。顧客満足度

の測定方法について説明し、合計ポイントに関連する顧客満足度の測定基準があれば提示してください。さらに、顧客ロイヤルティや

顧客満足度の裏付け、または顧客からの推薦状を提示してください。 

 

Modern Work & Security Awards 

 

Apps & Solutions for Microsoft Teams  

(Microsoft Teams 対応アプリ & ソリューション) 

Modern Workplace Apps & Solutions for Microsoft Teams (Microsoft Teams 対応モダン ワークプレース アプリ & ソリューション) パー

トナー オブ ザ イヤー アワードは、顧客のデジタル変革を促進し、チームが協力して生産効率を向上できるようサポートする革新的なアプリケー

ションを Microsoft Teams で構築している ISV および SI パートナー様に授与されます。  

パートナー様のソリューションについて、以下の点を実証してください。 

• ユーザー間のシームレスなコラボレーションを実現する。 

• ワークフロー (プロジェクト管理、サービス インシデント、開発ワークフロー) を最適化する。 
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• 企業が顧客により良いサービスを提供できるようにする (FLW、顧客サポートなど)。 

• ユーザーのエンゲージメント、生産性、効率性を向上できる。 

評価されるその他の特徴は以下のとおりです。   

• １つ以上の主要な業種でリーダー的地位にあること。  

• ユーザー数が数千人の顧客採用を獲得していること。  

• ソリューションでアクセシビリティ機能を使用できること (オプション)。  

応募に際しては、Microsoft 365 ソリューションの価値を示しながら、効率性、成長、または収益性の向上をもたらすイノベーション、競争上

の差別化、顧客のメリットを実証してください。  

顧客事例の作成と公開については、公開済みまたはその可能性のある顧客の証拠を含む提出物が検討対象となります。ノミネートを提出

する際、提出物を一般に公開できるかどうかを明記してください。  

応募資格 

• Application Development コンピテンシー、Application Integration コンピテンシー、Collaboration and Content、Cloud 

Productivity の１つ以上で Gold レベルを取得していること。2020 年 3 月までに、Teams Store または AppSource に少なくとも１

つのアプリケーションを公開していること。 

• 以下の１つ以上のコンピテンシーが有効中のマイクロソフト パートナーであること。  

– Collaboration and Content  

– Communications  

– Messaging  

– Project and Portfolio Management  

– Enterprise Mobility Management  

– Windows and Devices  

– DevOps  

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点までアップロードできま

す。  

• 技術およびビジネス上の観点から見て、貴社のソリューションまたはサービスにマイクロソフト テクノロジーを利用したことで、顧客のコラボ

レーション向上がどのように実現されたか、顧客が業界内でデジタル変革の成果を出すために、貴社のソリューションがどう役立ったかを

説明してください。 

• 特定の顧客に限定したソリューションか、市場/採用拡大の可能性があるソリューションかを回答してください。優れたカスタマー エクスペ

リエンスや顧客満足度を実証する外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、動画、顧客の推薦状など) をアップロードするか、リン

クを提示してください。 

• 貴社のソリューションまたはサービスで利用しているマイクロソフト テクノロジーとその方法を記述してください (モダン ワークプレース、ビジネス 

アプリケーション、アプリケーション & インフラストラクチャ、データ & AI)。 

• これらのテクノロジーを利用することで、顧客のニーズにどう対応したかを説明してください。  貴社のソリューションまたはサービスが、マイクロ

ソフトのプラットフォーム/テクノロジーの使用をどのように増加させたかについての詳細も提示してください。 

• 貴社のソリューションまたはサービスによって解決された顧客の問題点について説明してください。可能であれば、顧客の問題点に与えた

影響や、ソリューション導入前/後の違いを明記し、顧客が受けた利益の指標を提示してください。 

 

 

 

 

https://www.microsoft.com/en-gb/Accessibility/office
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/application-development-competency
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/application-development-competency
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/application-integration-competency
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/application-integration-competency
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/collaboration-and-content-competency
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/cloud-productivity-competency
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/cloud-productivity-competency
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/competencies#4a287a83-0907-4a09-94e9-ded3a1515d33
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/competencies#e729181f-2458-45b8-ab76-6c6c4beb6a2a
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/competencies#a2727426-a536-40ef-939a-fe26a098b7b1
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/competencies#af413fd6-b7aa-45bd-bc09-07a476c1b1b1
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/competencies#d29f5b02-cd36-4b49-8670-f85b70d92345
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/competencies#5cf68f93-3b23-4e90-8e4b-146c6a511e6d
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/devops-competency
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Meetings, Calling and Devices for Microsoft Teams  

(Microsoft Teams 対応会議・通話・デバイス) 

Meetings, Calling and Devices for Microsoft Teams (Microsoft Teams 対応会議・通話・デバイス) パートナー オブ ザ イヤー アワードは、

革新的な通話・会議・会議室ソリューションの提供と、顧客の通話・会議インフラストラクチャの最新化サポートにおけるノウハウが実証されて

いるパートナー様に授与されます。このアワードは、革新的なサービスを提供すると共に、独自性の高い価値を顧客に提供しているパートナー様

に授与されます。顧客のデジタル変革目標を支援し、コミュニケーションや会議の簡素化、業務プロセスの合理化、生産性の向上を実現して

いるパートナー様が対象となります。 

応募に際しては、貴社の Teams 会議・通話・デバイス機能を紹介し、Teams によって顧客に提供されるエンドツーエンドのソリューションやマ

ネージド サービスの事例を提示してください。たとえば、ユーザーのコミュニケーションとコラボレーションを強化するための評価、計画ワークショップ、

展開ロードマップ、付加価値サービス、顧客エンドユーザー サポートなどが挙げられます。  

応募に際しては、貴社が最新の通話・会議・会議室ソリューションやサービスを顧客にどのように提供しているかを説明し、通話・会議・会議

室に Microsoft Teams を利用したリモート ワークおよびハイブリッド ワークのワークプレース変革の顧客事例を示してください。受賞のためには、

貴社のサービスやソリューションが、顧客のビジネス課題をどのように解決し、テクノロジーの投資利益を増やし、競合他社に勝り、組織が  

Microsoft Teams 上で通話・会議・会議室ソリューションやサービスを活用できるようにしているかを事例で示す必要があります。  

顧客事例の作成と公開については、公開済みまたはその可能性のある顧客の証拠を含む提出物が検討対象となります。ノミネートを提出

する際、提出物を一般に公開できるかどうかを明記してください。 

以下の応募資格基準を満たし、中小規模からエンタープライズ規模に至るまで、顧客にシステム統合サービスを提供しているすべてのパート

ナー様が対象です。 

応募資格 

• Meeting and Meeting Rooms for Microsoft Teams Advanced Specialization、または Calling for Microsoft Teams 

Advanced Specialization、または 

• 2020 年 1 月までに Cloud Productivity の Gold レベルを取得し、Gold または Silver レベルの有効な Microsoft Communications 

コンピテンシー があること。 

• 貴社内で Microsoft Teams を積極的に利用していること。 

• Microsoft Teams の通話・会議機能を貴社 Web サイトで公開していること。 

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点までアップロードできます 

(裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも含まれます)。 

• 貴社の通話・会議・会議室ソリューションの提供範囲を説明してください (すべてのコンポーネントを含める必要はありません): (1) 顧客に

提供しているサービス。(2) これらのサービスは、他のパートナー様と相対して、または市場においてどのような特徴的位置付けにあるか。こ

れらのサービスは、貴社のイノベーションをどのように実証しているか。(3) 貴社が現在サービスを提供している顧客企業の数。(4) マイクロ

ソフト提供のツールやリソース (例: Microsoft Teams Calling Workshop、Microsoft Teams Meetings and Meeting Rooms 

Workshop、CPOR for Meetings and Phone System、Microsoft Teams Partner Guide for Meetings, Calling and Devices、

https://aka.ms/teamscallingmeetings にあるその他のリソース) をどのように利用しているか。顧客による展開と採用を促進するため

に FastTrack、追加のプログラムやリソースを使用している場合は、その方法の詳細も含めてください。 

  

https://aka.ms/teamscallingmeetings
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/cloud-productivity-competency
https://partner.microsoft.com/membership/communications-competency
https://partner.microsoft.com/membership/communications-competency
https://aka.ms/teamscallingmeetingsguide
https://aka.ms/teamscallingmeetings
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• 貴社が対応した顧客の問題点/課題/機会を含む具体的な顧客事例を示してください。その課題や機会が顧客に与える影響 (影響

を受けるユーザー数、収益、コスト、満足度、ブランドなど) について、具体的な詳細を含めてください。 

• 特定の顧客獲得事例を用いて、Microsoft Teams の通話・会議・会議室サービス/ソリューションが顧客のニーズをどのように満たしたか

を説明してください。たとえば、顧客の Skype for Business (Online または Server) から Microsoft Teams へのアップグレードをサポー

トした事例や、同様の事例を挙げてください。顧客にとってのメリットと、貴社が顧客のビジネス目標達成をどのように支援したかを説明

してください。顧客が Teams で通話・会議・会議室機能をどのように利用しているかを説明し、貴社が顧客と共に実現した革新的な

ユースケースを紹介してください。貴社のソリューション用に導入されたデバイスも含めてください。  

• 貴社が提供する Microsoft Teams 対応の通話・会議・会議室サービスが、顧客の総所有コスト削減、ユーザー エクスペリエンスの向

上、業務プロセスの効率性向上にどう役立ったかを説明してください。エントリーの裏付けとなる、顧客満足度や生産性に与えた影響

の具体的な数値および結果を示してください。  

• Microsoft Teams の通話・会議・会議室機能を貴社のソリューションに利用したことが、顧客獲得競争においてどう有利に働いたかを

説明してください。競合するソリューションやサービスがあれば回答してください。  

• よりインクルーシブなソリューションを提供するために、Microsoft 365 のアクセシビリティ機能を利用している場合は、その旨を明記してく

ださい。 

 

 
Employee Experience (従業員エクスペリエンス) 

Employee Experience (従業員エクスペリエンス) パートナー オブ ザ イヤー アワードは、クラス最高のマイクロソフトの従業員エクスペリエンス ソ

リューションを提供して、顧客のデジタル変革をサポートした実績のあるパートナー様に授与されます。従業員エクスペリエンス ソリューションは、

Microsoft 365 テクノロジー (SharePoint Online、Yammer、Microsoft Teams、Workplace Analytics、Project Cortex など) を利用し

ている必要があります。応募に際しては、貴社のソリューションが、顧客の従業員エクスペリエンスの見直し、各従業員とチームの成長、成功、

業績向上に大きな影響を与えた事例を示してください。従業員エクスペリエンス ソリューションの例としては、生産性や福利厚生を改善するイ

ンサイトの提供、カルチャーやコミュニケーションに対応した連携強化、ナレッジやノウハウをまとめて意思決定を改善するソリューションなどが挙

げられます。  

以下に示すコンピテンシーがあり、中小規模からエンタープライズ規模に至るまで、顧客をサポートするシステム統合やアプリケーションを提供し

ているすべてのパートナー様が対象です。応募に際しては、貴社のソリューションが顧客のビジネス課題をどのように解決するかと、可能であれ

ば、競合他社に勝った事例を示してください。  

応募資格 

• 2021 年 3 月までに、Cloud Productivity コンピテンシーで Gold レベルを取得しているか、ISV パートナーであること。   

• システム インテグレーター様の場合は、以下のいずれかのコンピテンシーで Gold レベルを取得している必要もあります。  

– Collaboration and Content 

– Messaging 

– Small and Midmarket Cloud Solutions  

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめてください。エントリーするソリューションの要約を裏付ける文書を 3 点まで、さらに URL リンクを 1 点アッ

プロードできます。8,000 文字以内にまとめてください (スペースも含まれます)。 

• 貴社のソリューションが対応している顧客のビジネス機会や業界、実現された価値/ビジネス インパクト (従業員エンゲージメントの向上、

従業員の入れ替わりの減少、効率性の向上など) を記述してください。具体的な数値結果、顧客満足度、ソリューションの利用範囲

を示してください。可能であれば、事例を示すリンクを付けてください。 

  

https://www.microsoft.com/en-gb/Accessibility/office
https://partners.office.com/teamwork
https://partners.office.com/teamwork
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/cloud-productivity-competency
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/collaboration-and-content-competency
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/messaging-competency
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/small-midmarket-cloud-solutions-competency
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• 市場における貴社のソリューションの独自性を説明し、Microsoft 365 やその他のマイクロソフト テクノロジーを利用したイノベーションを

具体的に実証してください。特定の顧客に限定したソリューションか、市場拡大の可能性があるソリューションかを回答してください。利

用したマイクロソフト テクノロジーと、対象業種を含めてください。  

• 技術およびビジネス上の観点から見て、貴社のソリューションにマイクロソフト テクノロジーを利用したことが、顧客獲得にどう役立ったかを

記述してください。貴社のソリューションはマイクロソフト テクノロジーの販売につながったか、それとも顧客の既存のライセンスを利用したも

のかを回答してください。このソリューションの設計、開発、導入、統合に際して他のマイクロソフト パートナーと協業したかどうかを回答し

てください。 

• ユーザーが他のエンタープライズ規模のシステム (ERP、CRM、サプライチェーン ソリューション、コア バンキング ソリューション、e-コマース ソ

リューションなど) に格納されているコンテンツを有効利用できることに、貴社のソリューションがどのような影響を与えているかを記述してく

ださい。  

 

 
Modern Endpoint Management (モダン エンドポイント マネジメント) 

Modern Endpoint Management (モダン エンドポイント マネジメント) パートナー オブ ザ イヤー アワードは、顧客のエンドポイントおよびデバイ

ス管理体制の最新化をサポートし、低コストでの IT 運用を実現するノウハウが実証されているパートナー様に授与されます。最新化には、

Windows 10 および Microsoft 365 Apps for enterprise の展開、Azure Active Directory によるクラウドおよびハイブリッド ID 管理の活

用、最新のデバイス プロビジョニングのための Windows Autopilot への移行、デバイスのセキュリティ、コンプライアンスおよび管理のための 

Microsoft Endpoint Manager の活用などが含まれます。  

このアワードは、革新的なサービスを提供すると共に、独自性の高い価値を顧客に提供しているパートナー様に授与されます。プロセスの簡素

化、ユーザー エクスペリエンスの強化、セキュリティ体制の強化、デバイスの展開と管理プロセスの改善、顧客による Windows 10 および 

Microsoft 365 Apps for enterprise アプリの採用をサポートしているパートナー様が対象となります。 

この革新的なパートナー ソリューションは、顧客のセキュリティおよびコンプライアンス体制を強化し、パートナー様特有のプロセスと知的財産を実

証し、顧客固有のビジネス上の問題を解決し、展開されたすべてのエンドポイントを網羅する必要もあります。応募に際しては、パートナー収

益の増加、顧客満足度の向上、ユーザー採用率のメトリクス、顧客の IT 支出の最適化など、具体的なメトリクスを含めることが理想的です。 

パートナー ソリューションは Microsoft Endpoint Manager を利用して、以下のテクノロジー シナリオをサポートすることを実証してください。 

• ゼロトラスト セキュリティを展開する  

• 任意のデバイス上の Microsoft Teams をセキュリティ保護する 

• Microsoft Defender for Endpoint を使用してユーザー デバイス、サーバー、インフラストラクチャをセキュリティ保護する 

• フロントライン ワーカーの生産性を向上する 

• Windows Update for Business を使用して Windows を最新状態に保つ 

顧客事例の作成と公開については、公開済みまたはその可能性のある顧客の証拠を含む提出物が検討対象となります。ノミネートを提出

する際、提出物を一般に公開できるかどうかを明記してください。  

応募資格 

• 以下のマイクロソフト コンピテンシーで Gold レベルが有効であること: (1) Windows and Devices、(2) Cloud Productivity 

• エンドポイント マネジメント ソリューション (Azure Active Directory、Intune、共同管理可能な Configuration Manager など) を顧

客に導入した実績があること。 

  

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-endpoint-manager
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/competencies#d2249065-9436-41ee-b53d-4244cc34b254
https://partner.microsoft.com/membership/windows-and-devices-competency
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/cloud-productivity-competency
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要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめてください。エントリーするソリューションの要約を裏付ける文書を 3 点まで、さらに URL リンクを 1 点アッ

プロードできます。8,000 文字以内にまとめてください (スペースも含まれます)。 

• モダン エンドポイント マネジメント ソリューションの提供範囲について回答してください。  

– 顧客に提供しているサービス。  

– これらのサービスは、他のパートナー様と相対して、どのような特徴的位置付けにあるか。  

– 貴社が現在サービスを提供している顧客企業の数。 

• カスタマー ジャーニー推進のために利用したマイクロソフト プログラムおよびアセットを回答してください。 

– 例: Microsoft Cloud Accelerator Program、Customer Immersion Experience、FastTrack 

• 以下の点を含む具体的な顧客事例を示してください。  

– 貴社が対応した顧客の問題点、課題、機会 (影響を受けたユーザーの数、収益、コスト、ユーザー満足度など、顧客に与えた影

響について具体的な詳細を含めてください)。 

– 提示可能なメトリクスによる裏付けのある、貴社のソリューションによって促進された顧客の成果 (採用率の向上、ユーザー満足

度の向上、IT コストの削減など)。 

– 貴社のソリューションによってサポートされるエンドポイントのタイプ (デスクトップ、ノート PC、モバイル デバイス、タブレット、サーバー、

仮想インフラストラクチャなど)。 

• 貴社のサービスやソリューションが上記の問題や機会にどのように対応したかを、以下のような具体的なビジネス インパクトを含めて説明

してください。 

– セキュリティとコンプライアンスの強化、採用の促進、運用コストの削減、業務生産性の向上。  

– Microsoft Endpoint Manager、Intune、Configuration Manager、Desktop Analytics、Endpoint Analytics、Azure 

Active Directory、Windows 10、and Microsoft 365 Apps for enterprise に固有の機能 (Windows Autopilot など) で

使用したものがあれば、具体的に示してください。 

• 顧客がビジネスおよび IT 上の優先事項の変化に適応するために、貴社のサービスやソリューションがどう役立ったかを説明してください。 

– 顧客がリモート/ハイブリッド ワークのシナリオに適応するために、貴社のサービスやソリューションが役立ったか。 

– 貴社のエンドポイント管理・最新化サービス ポートフォリオによって、顧客の昨年の Microsoft 365 ソリューション導入が促進され

たか。 

• マイクロソフトとのパートナーシップによって、貴社がどのようなメリットを得たかを説明してください。 

– Microsoft 365 ベースのソリューションにしたことが、貴社の成長にどう役立ったか。 

– 技術およびビジネス上の観点から見て、顧客獲得にどう役立ったか。 

 

 

Modern Workplace for Frontline Workers  

(フロントライン ワーカー向けモダン ワークプレース) 

Modern Workplace for Frontline Workers (フロントライン ワーカー向けモダン ワークプレース) パートナー オブ ザ イヤー アワードは、フロントラ

イン ワーカーとのエンゲージメントによって顧客のワークプレース変革をサポートする事業で大きな成長を遂げたパートナー様に授与されます。フロン

トライン ワーカーの人口は世界中で 20 億人を超え、小売、医療、行政、観光・宿泊、旅行、製造などのさまざまな業種でサービス提供や業

務にあたっています。フロントライン ワーカーは、世界の主要産業のバックボーンを形成しています。ここには、フロントライン ワーカーの効率性の最

大化、コミュニケーションの合理化、つながりの強化をサポートするマイクロソフト パートナー ソリューションにとって、未開拓の市場機会が多数存

在します。 
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Microsoft 365 オファーを利用したフロントライン ワーカー向けソリューションの開発と展開によって対象者とつながり、この対象者向けサービスの

採用を促進しているパートナー様や、フロントライン ワーカーのデジタル変革を実現する Microsoft 365 の主要なコラボレーション機能を強化・

拡張するアプリケーションやソリューションを構築しているパートナー様が対象となります。このカテゴリーでは、顧客中心で、優れたモバイル/デバ

イス エクスペリエンスを提供し、エンドポイント管理を通じて企業のセキュリティ課題に対処するソリューションが高く評価されます。このアワード

は、フロントライン ワーカー向けに特化し、フロントラインの生産性と満足度の向上、関連コストの削減、フロントライン ワーカーの業務に与えた

影響を顧客事例によって実証したパートナー様に授与されます。  

特に、貴社のソリューションが以下の点でフロントライン ワーカーをどのようにサポートしたかを具体的に提示してください。 

• フロントライン ワーカーと情報や会議室をつなぐ 

• フロントライン ワーカーの手動プロセスをデジタル化する  

• フロントライン ワーカーのオンボーディングを短期間で実施する 

• フロントライン ワーカーにデバイスの使用権限を与える 

• フロントライン ワーカーのデータと Surface デバイスをセキュリティ保護する 

また、1 つ以上の主要な業種 (小売、医療、製造、行政、従業員管理) でリーダー的地位にあることも実証してください。 

応募に際しては、フロントライン ワーカー向け Microsoft 365 ソリューションの価値を示しながら、効率性、成長、または収益性の向上をもたら

すイノベーション、競争上の差別化、顧客のメリットを実証してください。 

応募資格 

• Application Development コンピテンシー、Application Integration コンピテンシー、Collaboration and Content、Cloud 

Productivity の 1 つ以上で Gold レベルを取得しているか、フロントライン ワーカー向けの Microsoft Teams 統合を提供している ISV 

であること。 

• 以下の 1 つ以上のコンピテンシーが有効中のマイクロソフト パートナーであること。 

– Collaboration and Content 

– Communications 

– Messaging 

– Cloud Productivity 

– Project and Portfolio Management 

– Enterprise Mobility Management 

– Surface Device Reseller  

• 顧客事例の作成と公開については、公開済みまたはその可能性のある顧客の証拠を含む提出物が検討対象となります。ノミネートを

提出する際、提出物を一般に公開できるかどうかを明記してください。 

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点までアップロードできます 

(裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも含まれます)。 

• 技術およびビジネス上の観点から見て、貴社のソリューションまたはサービスにマイクロソフト テクノロジーを利用したことで、顧客のデジタル

変革がどのように実現されたか、顧客が業界内でデジタル変革の成果を出すために、貴社のソリューションがどう役立ったかを説明してく

ださい。  

• 特定の顧客に限定したソリューションまたはサービスか、市場/採用拡大の可能性があるかを回答してください。優れたカスタマー エクスペ

リエンスや顧客満足度を実証する外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、動画、顧客の推薦状など) をアップロードするか、リン

クを提示してください。 

• 貴社のソリューションまたはサービスで利用しているマイクロソフト テクノロジーとその方法を記述してください  (Exchange Online、

Microsoft Teams、SharePoint Online、Microsoft Enterprise Mobility + Security など)。 

https://partner.microsoft.com/en-us/membership/application-development-competency
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/application-development-competency
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/application-integration-competency
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/application-integration-competency
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/collaboration-and-content-competency
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/competencies#4a287a83-0907-4a09-94e9-ded3a1515d33
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/competencies#e729181f-2458-45b8-ab76-6c6c4beb6a2a
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/competencies#a2727426-a536-40ef-939a-fe26a098b7b1
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/cloud-productivity-competency
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/competencies#af413fd6-b7aa-45bd-bc09-07a476c1b1b1
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/competencies#d29f5b02-cd36-4b49-8670-f85b70d92345
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• これらのテクノロジーを利用することで、顧客のニーズにどう対応したかを説明してください。貴社のソリューションまたはサービスが、マイクロ

ソフトのプラットフォーム/テクノロジーの使用をどのように増加させたかについての詳細も提示してください。クラウド テクノロジーを利用した

成長や変革において、このソリューションがどのような位置付けにあるかを示してください。  

• 貴社のソリューションまたはサービスによって解決された顧客の問題点について説明してください。可能であれば、顧客の問題点に与えた

影響や、ソリューション導入前/後の違いを明記し、顧客が受けた利益の指標を提示してください。 

 

 
Modern Workplace for SMB (SMB 向けモダン ワークプレース) 

Modern Workplace for SMB (SMB 向けモダン ワークプレース) アワードは、中小規模市場の顧客のワークプレース変革をサポートする事業

で大幅かつ持続可能な成長を遂げたパートナー様に授与されます。このアワードは、革新的なサービスを提供すると共に、顧客と直接契約を

結び、Microsoft 365 Business Premium や Microsoft 365 Business Voice に組み込まれたテクノロジーを利用してビジネス価値を提供

しているパートナー様に授与されます。 

応募に際しては、貴社が顧客に Microsoft 365 ソリューションとマネージド サービスをどのように提供しているかを説明して、Microsoft 365 

Business Premium や Microsoft 365 Business Voice を利用した中小規模市場の顧客のワークプレース変革事例を示してください。受賞

のためには、貴社のサービスが、顧客のビジネス課題をどのように解決し、テクノロジーの投資利益を増やし、貴社の事業を成長させているかを

事例で示す必要があります。以下に示すコンピテンシーがあり、ユーザー数 1 ～ 300 人の顧客と直接契約しているすべてのパートナー様が対

象です。 

顧客事例の作成と公開については、公開済みまたはその可能性のある顧客の証拠を含む提出物が検討対象となります。ノミネートを提出

する際、提出物を一般に公開できるかどうかを明記してください。 

応募資格 

• 2021 年 1 月までに、Office 365 サービス オプションを通じて Microsoft Small and Midmarket Partner コンピテンシーで Gold レベ

ルを取得していること。 

• 優良な MPN パートナーであること (メンバーシップを更新している、会費を納めているなど)。 

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめてください。エントリーするソリューションの要約を裏付ける文書を 3 点まで、さらに URL リンクを 1 点アッ

プロードできます。8,000 文字以内にまとめてください (スペースも含まれます)。 

含めるべき詳細情報 

• ユーザー数 1 ～ 300 人の中小規模市場の顧客との具体的な契約例と、貴社が対応した顧客の問題点/機会を示してください。顧客

に提供したマネージド サービスの詳細を説明してください。 

• 貴社の顧客契約が対応した顧客のビジネス機会、実現された価値/ビジネス インパクト (コスト削減、効率性の向上など) を記述してく

ださい。具体的な数値結果、顧客満足を示す引用、利用範囲を示してください。可能であれば、事例を示すリンクを付けてください。 

• 市場における貴社のソリューション/マネージド サービスの独自性を説明し、Microsoft 365 やその他のマイクロソフト テクノロジーを利用し

たイノベーションを具体的に実証してください。利用したマイクロソフト テクノロジーを明記してください。 

• 貴社のソリューション/マネージド サービスを他の中小規模市場の顧客にも拡張できるかどうか (技術的拡張性と販売/市場化の拡張性

の両方を含む) を説明してください。同じアプローチを用いて顧客に影響を与えた事例が他にもある場合は、短い要約を示してください。 

• Microsoft 365 ベースのソリューションにしたことが、貴社の成長にどう役立ったかを説明してください。クラウド ソリューションの既存顧客

と新規獲得顧客の両面から、どのように成長したかを説明してください。 

 

  

https://partner.microsoft.com/en-us/membership/small-midmarket-cloud-solutions-competency
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Device (デバイス) 

Device (デバイス) パートナー オブ ザ イヤー アワードは、マイクロソフト ベースのソリューションに対応するデバイスの構築、マーケティング、販売で

優れた業績を挙げたパートナー様に授与されます。   

このアワードは、マイクロソフト テクノロジーを基盤に構築されたデバイス、ソリューション、サービスにおけるノウハウ、イノベーション、インパクトが実

証されていると共に、顧客に一貫性のある高品質の先見的なサービスを提供しているパートナー様に授与されます。ビジネス リーダーシップと安

定した顧客の成功事例と共に、ライセンス数、収益、市場シェアが堅調に伸びていることも評価されます。 

応募に際しては、Device Partner Sales のマイクロソフト アカウント チームと強力なエンゲージメントを築いていることや、革新的な顧客機会に

向けて先見的に開発・投資を行っていることを示してください。受賞のためには、貴社のサービスやソリューションが、顧客のビジネス課題をどの

ように解決し、テクノロジーの投資利益を増やし、競合他社に勝り、組織がマイクロソフト対応の通話・会議・会議室ソリューションやサービスを

活用できるようにしているかを事例で示す必要があります。 

応募資格 

• 優良な MPN パートナーであること (メンバーシップを更新している、会費を納めているなど)。 

• マイクロソフトと協業関係にあるデバイス パートナーであること。 

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめてください。エントリーするソリューションの要約を裏付ける文書を 3 点まで、さらに URL リンクを 1 点アッ

プロードできます。8,000 文字以内にまとめてください (スペースも含まれます)。 

 

貴社について、以下の点を説明してください。 

• どのように変革やイノベーションを推進して、さまざまな地域の顧客にリーチしているか。 

• ライセンス数、収益、市場シェアの堅調な成長をどのように実現しているか。 

• 顧客のリモートワーク、リモート学習、リモート再生をサポートするデバイスをどのように構築しているか。 

• 最新デバイス/サービスのラインナップ作りをどのように優先順位付けしているか。 

• マイクロソフト ソリューション/サービスを貴社の製品にどのように組み込んでいるか。 

• 各種の販売チャネルや区分で Apple や Google とどのように競争しているか。 

 

以下について回答してください。 

• 貴社が構築または販売しているハードウェアやソリューション 

• マイクロソフト チームと協力してデバイスを販売した事例 

• 貴社がターゲットにしている事業区分 (コンシューマー、SMB、エンタープライズ、教育など)  

• 顧客のニーズに合わせて貴社が提供している独自の価値提案 

 

 
OEM Device Distributor/Reseller (OEM デバイス ディストリビューター/リセラー) 

OEM Device Distributor/Reseller (OEM デバイス ディストリビューター/リセラー) パートナー オブ ザ イヤー アワードは、マイクロソフト テクノロ

ジーを基盤にした最新のデバイスや革新的で独自性のあるサービス/ソリューションを中小規模 (SMB) の顧客に提供する事業で優れた実績を

挙げたパートナー様に授与されます。 
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ディストリビューター様: 

応募に際しては、ソート リーダーシップ、業界における知識とノウハウ、ビジネス変革/イノベーションにおけるリーダーシップに加えて、パートナー チャ

ネルの開発とエンゲージメント、市場開発、需要の創出において安定した実績があることも実証してください。SMB 顧客への Windows サービ

スや ODR ソフトウェアの販売、および高品質で先見的なサービスやソリューションの提供において、優れた実績を挙げているパートナー様が対

象となります。ビジネス リーダーシップに加え、最新のマイクロソフト テクノロジーをソリューション プラットフォームとして利用することで、新規顧客

の件数や収益が堅調に伸びていることも評価されます。  

応募に際しては、マイクロソフトの販売/マーケティング イニシアチブやチャネル インセンティブ プログラム、MPN メンバーシップを活用して、デバイ

ス、ODR ソフトウェア、ソフトウェア ソリューション、アプリケーション、サービスの需要を創出し、販売を促進することで、マイクロソフトと効果的な

エンゲージメントを築いていることを実証してください。 

リセラー様: 

応募に際しては、ソート リーダーシップに加え、Windows Pro デバイス販売 (教育を含む) で業界をリードする変革能力があることも実証してく

ださい。該当する市場においてボリューム/シェア リーダーであり、市場をリードする高い成長率を見せ続けていることだけでなく、Device-as-a-

Service (DaaS) や Autopilot などの新しいビジネスモデルに対応したビジネス変革のリーダーであることも評価されます。  

また、ビジネス プロセスを自動化して、ハードウェアとソフトウェアをサブスクリプション モデルにまとめ、最新の請求機能やプロビジョニング機能を

提供し、Autopilot 展開に対応し、アセット刷新機能を構築していることも評価されます。これらの機能を実証しているパートナー様は、固有

の応募カテゴリーに分類されます。    

優先される条件 

以下の点で優れた業績を挙げているディストリビューター様またはリセラー様が対象となります。 

ディストリビューター様:  

• 商用および EDU PC 販売 (ProWins、EduWins) の増加 

• ビジネス モデルやデバイス ベースのソリューションを変革する、明確で新しいビジネス イニシアチブ (DaaS (Unit Sales & Customer 

Adds) もプラスになります) 

• ODR 収益の堅調な実績 (COEM、FPP、ESD) 

• 先見的なチャネル エンゲージメントと開発 (リーチ、頻度、利益) 

• 販売、チャネル準備、マーケティング実施の卓越性 

• 電子ソフトウェア販売によるデジタル セールスへの堅調な移行 

リセラー様:  

• 商用および EDU PC 販売 (ProWins、EduWins) 

• DaaS (Unit Sales & Customer Adds) や同様のデバイス ベース ソリューション (Teams Rooms、Hybrid Server など) における実

績と卓越性 

• 最新の導入による主導的地位 (Autopilot の導入ユニット数) 

• 最新のインフラストラクチャ クラウド機能における卓越性 (ハイブリッド クラウド、Azure Stack HCI Pilots/Wins/検証済みソリューショ

ン、Azure 消費売上額) 

応募資格 

• 優良な MPN パートナーであること (メンバーシップを更新している、会費を納めているなど)。 

• 現在 ODR マイクロソフト パートナー インセンティブ プログラムに参加していること。ProWins、EduWins、OSIS (MRPP for Teams 

Rooms) に 100% 遵守していること。  



 
 

36 | ページ 

 

• COEM、FPP、ESD の販売実績が堅調であること。CSP 収益の立証もプラスになります (M365、Azure)。 

• マイクロソフトの変革イニシアチブに対する高い親和性を実証すること (DaaS、Autopilot、Azure Stack HCI、Microsoft Teams 

Rooms)。  

• クラス最高の最新の Windows Pro デバイス ミックスや Office Attach があること。 

• マイクロソフトの需要創出イニシアチブやチャネル実現イニシアチブに沿って、販売・マーケティング実施で優れた実績を挙げていること。  

要約 

ディストリビューター様またはリセラー様は、以下の項目を要約にまとめてください。要約は選考時に参照され、アワードを受賞されたパートナー様

/ソリューションの説明の一部として使用されます。  

注: ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点までアップロードできます (裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含

めてください)。要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも含まれます)。 

ディストリビューター様 

• マイクロソフトの販売・マーケティング実施フレームワーク、チャネル インセンティブ プログラムおよびリソースを活用して、新しいリセラー様の

勧誘、トレーニング、活動認定を行い、需要創出活動を通じて販売機会を生むことでリセラー様の活動継続をサポートした事例を説

明してください。  

• マイクロソフトのインセンティブ プログラム (ProWins、EduWins、Meeting Room Partner Program (MRPP) など) をどのように利用

して、Windows Pro デバイスのビジネスを成長させ、Office Attach や Team Rooms のユニット数を増やしているかを説明してくださ

い。 

• クライアント ベースのビジネスの場合は、電子ソフトウェア販売 (ESD) モデル、および ESD を促進する販売・マーケティング サポートに

よって、物理販売から電子販売・流通への移行がどう促進されたか、このモデルが貴社のビジネスにどのような好影響を与えたかを説

明してください。 

リセラー様 

• デバイスの販売とソフトウェア サブスクリプション ビジネスを統合する変革行程にどのように着手したかを説明してください。  

• Azure Stack HCI Airlift に参加して、インフラストラクチャ ソリューションを変革する機会を得た事例を説明してください。  

• 特定の国でデバイス販売量のマーケット リーダーになった経緯と、デバイスの販売に加えて製品やサービスを販売するのに苦労した事例

を説明してください。 

• MRPP や Fastrack が Teams Rooms の販売や契約獲得に役立った事例を挙げてください。 

• 顧客紹介を 2 件提示してください。 

 

 
Project and Portfolio Management (プロジェクト & ポートフォリオ マネジメント) 

Project and Portfolio Management (プロジェクト & ポートフォリオ マネジメント) パートナー オブ ザ イヤー アワード 2021 は、以下のような認

定 PPM パートナー様に授与されます。 

• マイクロソフト傘下のプロダクト マーケティング マネージャー (PMM) および販売担当との一貫した Microsoft Project マーケティング エン

ゲージメントがある。 

• Microsoft Project ビジネス プラクティスの成功事例と、大規模なユーザー採用を実現し、顧客のビジネス目標達成を支援した導入実

績がある。 

• Project for the web の機能を統合するアプリを提供している (Microsoft Power Platform 製品を利用するビルドが望ましい)。 
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応募に際しては、該当する顧客の推薦状や公開された事例などで、パートナー様の貢献を裏付ける詳細な証拠を提示してください。1 件の

応募に、Microsoft Project クラウド製品 (Project Online、Project for the Web) の採用成功事例を複数含めることができます。Project 

Server をベースとする応募は、このアワードの対象にはなりません。  

応募資格 

• 現在有効な MPN パートナーであり、Project and Portfolio Management コンピテンシーで Gold レベルを取得していること。 

• Project and Portfolio Management (プロジェクト & ポートフォリオ マネジメント) パートナー オブ ザ イヤー アワード 2021 に提出する成

功事例に、公開されている顧客事例が 1 件以上あること。 

要約 

以下の各項目を１つの回答にまとめて回答してください。  提出物の一部として、裏付け文書をアップロードできます。  Microsoft Project ビ

ジネス プラクティスに関する提出物および裏付け文書は、英語で 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも含まれます)。 

一貫したマーケティング・販売エンゲージメント 

以下の情報 (Excel 形式が望ましい) を提供して、2021 会計年度を通してマイクロソフト傘下のプロダクト マーケティング マネージャーおよび現

場販売担当と一貫したマーケティング エンゲージメントを築いている証拠を提示してください。 

• マイクロソフト傘下のプロダクト マーケティング マネージャーと協力して、共同マーケティング計画を作成したか。作成した場合は、計画書

のコピーを提示してください。 

• 貴社が担当地域で主導/関与したマーケティング/リード創出イベントの件数。イベント名、日付、開催地、参加者数を記載したイベント 

リストを提示してください。 

• マイクロソフトの販売担当とのエンゲージメントの頻度。担当者名を記述してください。 

Microsoft Project ビジネス プラクティス 

2021 会計年度のマイクロソフトのユーザー ベース拡大につながった、Microsoft Project クラウド製品 (Project for the web、Project 

Online) の導入事例上位 3 件の要約を提示して、貴社の Microsoft Project ビジネス プラクティスの規模 と成功を実証してください。

Azure DevOps、PowerApps、PowerBI、Azure、Teams などの (ただしこれに限らない) 他のマイクロソフト製品の使用につながった導入事

例も高く評価されます。  

Project for the web を利用するアプリ 

アプリの全般的な説明 (Project for the web 機能の統合方法)、Power Platform 製品の利用方法、アプリを導入している顧客、アプリを

利用しているユーザー数) を記述してください。顧客を 1 社選択し、アプリがその顧客にどう役立っているかを説明してください。 

• 顧客の会社名、所在地、業種、顧客企業の主な業種、会社の URL (該当する場合) 

• 貴社のソリューションが解決した顧客のビジネス上の問題点 

• 貴社のソリューションの設計が顧客のビジネス上の問題点をどのように解決したかを、独自性の観点から説明してください。貴社のソ

リューションに他のマイクロソフト製品 (Teams、PowerApps、Power Automate、Power Bi、Azure DevOps、Azure サービスなど) を

組み込んだかどうかを明記してください。 

• 貴社のソリューション販売で勝利した競争や克服した課題について回答してください。必要に応じて、貴社のセールストークやプレゼンテー

ションを紹介してください。 

• ソリューションの採用にあたり顧客に生じた課題と、その課題を克服するために貴社が考案した変更管理戦略を説明してください。必要

に応じて、貴社のセールストークやサービス提案、その他のベスト プラクティスを紹介してください。  

• 現在の導入規模をユーザー数で説明してください。ソリューションを実際に利用しているプロジェクト マネージャー、チーム メンバー、幹部職

員の数を回答してください。必要に応じて、計画している将来的な規模についても言及してください。 

https://partner.microsoft.com/membership/project-portfolio-management-competency
https://partner.microsoft.com/membership/project-portfolio-management-competency
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• Microsoft Project クラウド製品によって顧客が実現しているビジネス上のメリットと、ソリューションが顧客のビジネスにどう寄与している

かを説明してください。顧客の推薦状や、業績向上を示す指標を提示してください。 

 

 
Security (セキュリティ)  

Security (セキュリティ) パートナー オブ ザ イヤー アワードは、Microsoft 365 や Microsoft Azure Security のセキュリティ/コンプライアンス/ID 

機能をベースとする (ワンポイント ソリューションではなく) エンドツーエンドのセキュリティ ソリューションを顧客に提供する事業において、優れた実

績を挙げたパートナー様に授与されます。セキュリティ、コンプライアンス、ID はマイクロソフトの重点領域であり、マイクロソフトは優秀なパート

ナー様のご協力のもと、顧客の継続的なセキュリティ向上をサポートしたいと考えています。 

応募に際しては、Microsoft 365 と Azure Security の全スタックを利用したソリューションを示すことが理想的です。たとえば、Microsoft 

365 Defender、Microsoft Defender for Office 365、Microsoft Defender for Identity、Azure AD Premium、Microsoft 

Information Protection and Governance、 Insider Risk Management、Compliance Management、Azure Sentinel、Azure 

Security Center、Azure Firewall、WAF、Azure Defender for Servers を連携し、あらゆるタッチ ポイントを統合し、豊富なセキュリティ グ

ラフ信号によってエンドツーエンドのセキュリティ機能を実現するソリューションなどが挙げられます。  

Microsoft 365 の機能は進化し続けているため、Microsoft 365 Defender、Microsoft Information Protection 、 Security 

Management などの先進の機能を使用して、マネージド セキュリティ サービスを効果的に収益化し、差別化しているパートナー様が高く評価

されます。Microsoft Graph Security API を利用して、アラートを相関付け、調査のコンテキストを取得して、セキュリティ運用を自動化し、脅

威の検出とインシデント対応を迅速化する統合型のマネージド セキュリティ サービス ソリューションを構築するパートナー様も評価されます。  

Microsoft 365 のセキュリティ/コンプライアンス/ID 機能と Azure Security をフル活用してエンドツーエンドで促進した事例だけでなく、顧客の 

Microsoft 365 や Azure Security の成功事例を示したパートナー様も評価されます。セキュリティ、コンプライアンス、ID に関するマイクロソフ

ト プログラム (Microsoft Cloud アクセラレーター プログラム ワークショップなど) を利用して顧客と対話できるようにし、それが契約獲得につな

がった場合は、その旨も記述することを強くお勧めします。 

つまり、顧客のテクノロジー採用や利用をサポートする導入・管理サービスを含む、Microsoft 365 および Azure の消費売上実績を示したパー

トナー様が高く評価されます。再現可能な IP の活用事例も非常に有利です。 

顧客事例の作成と公開については、公開済みまたはその可能性のある顧客の証拠を含む提出物が検討対象となります。ノミネートを提出

する際、提出物を一般に公開できるかどうかを明記してください。  

応募資格  

• セキュリティ/コンプライアンス、ID、アクセス管理の Co-sell Ready オファーがあるパートナーであること。または  

• FastTrack Ready パートナーであること。または 

• Azure Expert MSP であること。 

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめてください。エントリーするソリューションの要約を裏付ける文書を 3 点まで、さらに URL リンクを 1 点アッ

プロードできます。8,000 文字以内にまとめてください (スペースも含まれます)。 

• デジタル変革に関して顧客が直面しているビジネス課題を説明してください。Microsoft 365 のセキュリティ/コンプライアンス/ID 機能と 

Azure Security ソリューションをフル活用することで、顧客のセキュリティ/コンプライアンス/ID に関する目標達成に貢献した貴社のノウハ

ウとソリューションまたはサービスについて、具体的な事例を挙げてください。顧客のセキュリティ行程 ((1) 顧客の現状機能の評価、(2) マ
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イクロソフト セキュリティ製品の購入計画書の作成、(3) 採用・導入のロードマップの提示、(4) 機能の導入と有効化、(5) 継続的な管

理および SOC サービスの提供) を支援するにあたり、貴社が果たした役割を明確に説明してください。 

• Microsoft 365 および Azure Security の導入後に顧客が得たメリットを説明してください。たとえば、Microsoft 365 ベースのソリュー

ションを提供する有能なパートナー様と連携することで、顧客が利用するベンダー数が減り、それが顧客の時間とコストの削減につながり、

セキュリティ体制の管理改善に役立ったなどが挙げられます。記事、事例、顧客の推薦状など、優れたカスタマー エクスペリエンスを提

供した具体例を提出すると、高く評価されます。  

• Microsoft 365 のセキュリティ/コンプライアンス/ID 機能と Azure Security ソリューションによって、競合他社のソリューションでは不可能

な方法で顧客の課題を解決した事例を挙げてください。貴社のソリューションに Microsoft 365 テクノロジーを利用したことが、契約獲

得にどう役立ったかを説明してください。  

• 貴社のソリューションを拡張して、複数の顧客に提供する計画を挙げてください。ライセンス取引だけでなく、導入サービスとマネージド セ

キュリティ サービスによって顧客を支援する強力なカスタマー エンゲージメントのシナリオが評価されます。  

 

注: セキュリティ、コンプライアンス、ID のプロジェクトに関しては、社名、ロゴまたはブランドを公開することに慎重な顧客が存在します。その場

合は、代替手段として、提供するソリューションの対象業種と規模を示してください。 

 

 
Surface Hub Reseller (Surface Hub リセラー) 

Surface Hub Reseller (Surface Hub リセラー) パートナー オブ ザ イヤー アワードは、Microsoft Hub ソリューションを顧客に提供する際に卓

越したリーダーシップを発揮した Surface Hub リセラー様に授与されます。 

Microsoft Surface Hub の顧客に高品質のサービスを提供すると共に、既存の Surface Hub の顧客基盤を維持・拡大しながら、新規顧

客の獲得件数が堅調に伸びていることも評価されます。 

応募に際しては、Microsoft Surface チームとの強固な関係、Surface Hub の顧客機会の積極的な開発、Surface Hub での従業員の準

備、Surface Hub 製品のマーケティングへの投資を具体的に提示してください。   

最後に、Surface Hub の機能と販売パイプラインの構築に多額の投資を行ったパートナー様も、このアワードの対象となります。新しい戦略的

顧客を確保した成功事例や、主要な顧客を競合ソリューションから Surface Hub に移行した事例も評価されます。 

応募資格 

• 2021 年 1 月までに、Surface Reseller Alliance プログラムで Surface Hub Gold レベルを取得していること。 

• 優良な MPN パートナーであること (メンバーシップを更新している、会費を納めているなど)。 

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点までアップロードできます 

(裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも含まれます)。 

2021 年度の Surface PCHub のハイライト:  

• 2021 会計年度における貴社の Surface Hub の業績概要を提示してください。 

• 貴社が Surface Hub パートナー オブ ザ イヤー アワードを受賞すべきと考える理由を説明してください。 

Surface Hub の販売実績:  

• 2021 会計年度における貴社のこれまでの Microsoft Surface Hub 販売実績概要を提示してください。 

• ユニット当たりの収益、主な契約獲得、積極的な営業活動などに関する具体的な詳細を含めてください。 
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Surface Hub への投資:  

• 2021 会計年度における貴社のこれまでの (または予定している) Microsoft Surface Hub への投資概要を提示してください。 

• 顧客マーケティングおよびリード創出キャンペーン、従業員トレーニング、テクノロジーの採用、イノベーションなどの具体的な詳細を含めてく

ださい。 

Surface Hub の顧客獲得事例:  

• 2021 会計年度の主な Surface Hub 契約獲得事例を提示してください。 

• 顧客機会の発生元 (新規の顧客か既存の顧客かなど)、顧客のユースケース、ユニット数、導入の段階、顧客のビジネス/満足度に与

える影響、将来的な顧客の成長機会など、重要な成功事例に関する具体的な詳細を含めてください。 

Surface Hub カスタマー サービス:  

• Surface Hub カスタマー サービスの提供範囲を説明してください。 

• Surface Hub の顧客に提供しているサービスを回答してください。   

• Surface Hub ソリューション/サービスで契約を獲得する方法と、これらのサービスは他の Surface パートナー様と相対して、どのような特

徴的位置付けにあるかを記述してください。 

• 貴社のソリューションやサービスが Surface 契約を獲得した事例を、技術およびビジネス上の観点から説明してください。 

Surface とマイクロソフト テクノロジーの統合:  

• 貴社の Surface Hub カスタマー サービスに組み込まれているマイクロソフト テクノロジーと、その組み込み方法を示してください。 

• 例: モダン ワークプレース、ビジネス アプリケーション、アプリケーション & インフラストラクチャ、データ & AI など。 

• Microsoft 365 に固有の具体的な機能 (Teams など) を提示してください。 

 

 
Surface PC Reseller (Surface PC リセラー) 

Surface PC Reseller (Surface PC リセラー) パートナー オブ ザ イヤー アワードは、Microsoft Surface PC デバイス ソリューションを顧客に提供

する際に卓越したリーダーシップを発揮した Surface PC リセラー様に授与されます。 

Microsoft Surface の顧客に高品質のサービスを提供すると共に、既存の Surface の顧客基盤を維持・拡大しながら、新規顧客の獲得件

数が堅調に伸びていることも評価されます。 

応募に際しては、Microsoft Surface チームとの強固な関係、Surface の顧客機会の積極的な開発、Surface での従業員の準備、

Surface 製品のマーケティングへの投資を具体的に提示してください。   

最後に、Surface の機能と販売パイプラインの構築に多額の投資を行ったパートナー様も、このアワードの対象となります。新しい戦略的顧客

を確保した成功事例や、主要な顧客を競合ソリューションから Surface に移行した事例も評価されます。 

応募資格 

• 2021 年 1 月までに、Surface Reseller Alliance プログラムで Surface PC Gold レベルを取得していること。 

• 優良な MPN パートナーであること (メンバーシップを更新している、会費を納めているなど)。 

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点までアップロードできます 

(裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも含まれます)。 

2021 年度の Surface PC のハイライト:  

• 2021 会計年度における貴社の Surface PC の業績概要を提示してください。 

• 貴社が Surface PC パートナー オブ ザ イヤー アワードを受賞すべきと考える理由を説明してください。 
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Surface PC の販売実績:  

• 2021 会計年度における貴社のこれまでの Microsoft Surface PC 販売実績概要を提示してください。 

• ユニット当たりの収益、主な契約獲得、積極的な営業活動、Surface ポートフォリオの販売範囲などに関する具体的な詳細を含めて

ください。 

Surface PC への投資:  

• 2021 会計年度における貴社のこれまでの (または予定している) Microsoft Surface PC への投資概要を提示してください。 

• 顧客マーケティングおよびリード創出キャンペーン、従業員トレーニング、テクノロジーの採用、イノベーションなどの具体的な詳細を含めてく

ださい。 

Surface PC の顧客獲得事例:  

• 2021 会計年度の主な Surface PC 契約獲得事例を提示してください。 

• 顧客機会の発生元 (新規の顧客か既存の顧客かなど)、顧客のユースケース、モデルとユニット数、導入の段階、顧客のビジネス/満足

度に与える影響、将来的な顧客の成長機会など、重要な成功事例に関する具体的な詳細を含めてください。 

Surface PC カスタマー サービス:  

• Surface PC カスタマー サービスの提供範囲を説明してください。 

• Surface PC の顧客に提供しているサービスを回答してください。   

• Surface PC ソリューション/サービスで契約を獲得する方法と、これらのサービスは他の Surface パートナー様と相対して、どのような特徴

的位置付けにあるかを記述してください。 

• 貴社のソリューションやサービスが Surface 契約を獲得した事例を、技術およびビジネス上の観点から説明してください。 

Surface とマイクロソフト テクノロジーの統合:  

• 貴社の Surface PC カスタマー サービスに組み込まれているマイクロソフト テクノロジーと、その組み込み方法を示してください。 

• 例: モダン ワークプレース、ビジネス アプリケーション、アプリケーション & インフラストラクチャ、データ & AI など。 

• Microsoft 365 に固有の具体的な機能 (Autopilot など) を提示してください。 

 

Industry Awards 

 
Automotive (オートモーティブ) 

Automotive (オートモーティブ) パートナー オブ ザ イヤー アワードは、マイクロソフト テクノロジーを基盤にした革新的で独自性のあるサービスやソ

リューションを自動車業界の顧客に提供し、業界でソート リーダーシップを発揮しているパートナー様に授与されます。 

このアワードは、業界知識とノウハウがあり、一貫性のある高品質の先見的なサービスやソリューションを自動車業界の顧客に提供している

パートナー様に授与されます。ビジネス リーダーシップに加え、最新のマイクロソフト テクノロジーをソリューション プラットフォームとして利用すること

で、新規顧客の件数や収益が堅調に伸びていることも評価されます。  

応募に際しては、ソフトウェア ソリューション、アプリケーションやサービスの開発、需要創出、販売にマイクロソフト パートナー ネットワークを活用

して、マイクロソフトと効果的なエンゲージメントを築いていることを実証してください。 

応募資格 

• 2021 年 1 月までに Cloud コンピテンシー (Cloud Platform、Cloud Productivity、Enterprise Mobility Management、Cloud 

Business Applications、Security、Small & Mid Market Cloud Solutions) で Gold レベルを取得しているか、Co-sell Ready オ

ファーのある ISV であること。 

• Co-sell Ready オファーの業種別ソリューションの導入実績があること。 
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• 提供したソリューション、業務、またはサービスに関する顧客事例や参照情報もあることが望ましい。 

• 優良な MPN パートナーであること (メンバーシップを更新している、会費を納めているなど)。 

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点までアップロードできます 

(裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも含まれます)。 

• 優先する変革領域 (自動車のイノベーション、モビリティ サービス、組織の生産性、オペレーション、カスタマー エクスペリエンスなど) と、そ

れが顧客の変革にどう役立ったかを説明してください。その変革領域で解決された顧客のビジネス ケースと、顧客のビジネスに与えた影

響の具体的な数値を回答してください。その影響実績を、他の顧客、カスタマー ジャーニー、および市場全体にどう活用したかを回答し

てください (報道、事例紹介、ブログなど)。 

• 自動車業界の特定の顧客に限定したソリューションまたはサービスか、市場/採用拡大の可能性があるかを記述してください。  

• 優れたカスタマー エクスペリエンスや顧客満足度を実証する外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、動画、顧客の推薦状など) 

をアップロードするか、リンクを提示してください。 

• 貴社のソリューションまたはサービスで利用しているマイクロソフト テクノロジーとその方法を記述してください (モダン ワークプレース、ビジネス 

アプリケーション、アプリケーション & インフラストラクチャ、データ & AI)。 

• これらのテクノロジーを利用することで、自動車業界の顧客のニーズにどう対応したかを説明してください。貴社のソリューションまたはサー

ビスが、マイクロソフトのプラットフォーム/テクノロジーの使用をどのように増加させたかについての詳細も提示してください。クラウド テクノロ

ジーを利用した成長や変革において、このソリューションがどのような位置付けにあるかを示してください。  

• 貴社のソリューションまたはサービスによって解決された顧客の問題点について説明してください。可能であれば、顧客の問題点に与えた

影響や、ソリューション導入前/後の違いを明記し、顧客が受けた利益の指標を提示してください。 

– 顧客紹介を 2 件提示してください (顧客紹介は、このツールの所定のセクション内の、要約のアップロード セクションの下に入力

してください)。 

 

 
Defense & Intelligence (ディフェンス & インテリジェンス) 

Defense & Intelligence (ディフェンス & インテリジェンス) パートナー オブ ザ イヤー アワードは、マイクロソフトのプラットフォームとテクノロジーを

基盤にした、顧客のミッション重視で革新的かつ独自性のあるサービスやソリューションをディフェンス & インテリジェンス業界の顧客に提供し、

業界でソート リーダーシップを発揮しているパートナー様に授与されます。 

このアワードは、業界知識とノウハウがあり、一貫性・品質・再現性が高く、顧客紹介可能で業界実績のあるサービスやソリューションをディフェ

ンス & インテリジェンス業界の顧客に提供しているパートナー様に授与されます。ビジネス リーダーシップに加え、ソリューション プラットフォームを

通して最新のマイクロソフト プラットフォームやテクノロジーを利用することで、新規顧客の件数や収益が堅調に伸びていることも評価されます。  

応募に際しては、ソフトウェア ソリューション、アプリケーションやサービスの開発、需要創出、販売にマイクロソフト パートナー ネットワークを活用

して、マイクロソフトと効果的なエンゲージメントを築いていることを実証してください。 

応募資格 

• 2021 年 1 月までに Cloud コンピテンシー (Cloud Platform、Cloud Productivity、Enterprise Mobility Management、Cloud 

Business Applications、Security、Small & Mid Market Cloud Solutions) で Gold レベルを取得しているか、Co-sell Ready オ

ファーのある ISV であること。 

• 優良な MPN パートナーであること (メンバーシップを更新している、会費を納めているなど)。 

• Co-sell Ready オファーの業種別ソリューションの導入実績があること。 

• 提供したソリューション、業務、またはサービスに関する顧客事例や参照情報もあることが望ましい。 
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要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点までアップロードできます 

(裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも含まれます)。 

• 技術およびビジネス上の観点から見て、貴社のソリューションまたはサービスにマイクロソフト テクノロジーを利用したことで、顧客のデジタル

変革がどのように実現されたか、顧客が業界内でデジタル変革の成果を出すために、貴社のソリューションがどう役立ったかを説明してく

ださい。  

• 貴社のディフェンス & インテリジェンス ソリューションが幅広いグローバル市場に与える影響と、採用見込みについて説明してください。優

れたカスタマー エクスペリエンスや顧客満足度を実証する外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、動画、顧客の推薦状など) を

アップロードするか、リンクを提示してください。 

• 貴社のソリューションまたはサービスで利用しているマイクロソフト テクノロジーとその方法を記述してください (モダン ワークプレース、ビジネス 

アプリケーション、アプリケーション & インフラストラクチャ、データ & AI; Azure Hyperscale Cloud、Azure Edge Platform (Azure Stack 

Hub & Edge)、Azure Orbital – SATCOM、5G、Geo Services/Analytics、IoT (Network of Battlespace Things)、AI and Big 

Data Analytics in the Cloud and Tactical Edge、Zero Trust アーキテクチャなど)。 

• これらのテクノロジーを利用することで、ディフェンス & インテリジェンス業界の顧客のニーズにどう対応したかを説明してください。貴社のソ

リューションまたはサービスが、マイクロソフトのプラットフォーム/テクノロジーの使用をどのように増加させたかについての詳細も提示してくだ

さい。マイクロソフトのクラウド & エッジプラット フォーム、ビッグ データ アナリティクス、IoT/AI/通信 (SATCOM、5G) プラットフォームやテク

ノロジーを利用した成長や変革において、このソリューションがどのような位置付けにあるかを示してください。  

• 貴社のソリューションまたはサービスによって解決された顧客の問題点について説明してください。可能であれば、顧客の問題点に与えた

影響や、ソリューション導入前/後の違いを明記し、顧客が受けた利益の指標を提示してください。 

– 顧客紹介を 2 件提示してください (顧客紹介は、このツールの所定のセクション内の、要約のアップロード セクションの下に入力

してください)。 

 

 
Education (教育) 

Education (教育) パートナー オブ ザ イヤー アワードは、マイクロソフト テクノロジーを基盤にした革新的で独自性のあるサービスやソリューション

を教育業界の顧客に提供し、業界でソート リーダーシップを発揮しているパートナー様に授与されます。 

このアワードは、業界知識とノウハウがあり、一貫性・拡張性・品質の高い先見的なサービスやソリューションを教育業界の顧客に提供している

パートナー様に授与されます。ビジネス リーダーシップに加え、最新のマイクロソフト テクノロジーをソリューション プラットフォームとして利用すること

で、新規顧客の件数や収益が堅調に伸びていることも評価されます。教育機関の変革に成功した事例を説明してください。 

応募に際しては、ソフトウェア ソリューション、アプリケーションやサービスの開発、需要創出、販売にマイクロソフト パートナー ネットワークを活用

して、マイクロソフトと効果的なエンゲージメントを築いていることを実証してください。 

応募資格 

• 2021 年 1 月までに該当する Cloud コンピテンシー (Cloud Platform、Cloud Productivity、Enterprise Mobility Management、

Cloud Business Applications、Security、Small & Mid Market Cloud Solutions) で Gold レベルを取得しているか、Co-sell 

Ready オファーのある ISV であること。 

• 優良な MPN パートナーであること (メンバーシップを更新している、会費を納めているなど)。 

• Co-sell Ready オファーの業種別ソリューションの導入実績があること。 

• 提供したソリューション、業務、またはサービスに関する顧客事例や参照情報もあることが望ましい。 
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要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点までアップロードできます 

(裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも含まれます)。 

• 技術およびビジネス上の観点から見て、貴社のソリューションまたはサービスにマイクロソフト テクノロジーを利用したことで、顧客のデジタル

変革がどのように実現されたか、顧客が業界内でデジタル変革の成果を出すために、貴社のソリューションがどう役立ったかを説明してく

ださい。  

• 教育業界の特定の顧客に限定したソリューションまたはサービスか、市場/採用拡大の可能性があるかを記述してください。  

• 優れたカスタマー エクスペリエンスや顧客満足度を実証する外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、動画、顧客の推薦状など) 

をアップロードするか、リンクを提示してください。 

• 貴社のソリューションまたはサービスで利用しているマイクロソフト テクノロジーとその方法を記述してください (モダン ワークプレース、ビジネス 

アプリケーション、アプリケーション & インフラストラクチャ、データ & AI)。貴社のソリューションまたはサービスが、マイクロソフトのプラットフォー

ム/テクノロジーの使用をどのように増加させたかについての詳細も提示してください。 

• これらのテクノロジーを利用することで、教育業界の顧客のニーズにどう対応したかを説明してください。クラウドまたはデバイス テクノロジー

を利用した顧客の成長や変革において、このソリューションがどのような位置付けにあるかを示してください。  

• 貴社のソリューションまたはサービスによって解決された顧客の問題点について説明してください。可能であれば、顧客の問題点に与えた

影響や、ソリューション導入前/後の違いを明記し、顧客が受けた利益の指標を提示してください。 

– 顧客紹介を 2 件提示してください (顧客紹介は、このツールの所定のセクション内の、要約のアップロード セクションの下に入力

してください)。 

 

 
Energy (エネルギー)  

Energy (エネルギー) パートナー オブ ザ イヤー アワードは、マイクロソフト テクノロジーを基盤にした革新的で独自性のあるサービスやソリューション

をエネルギー業界 (石油・ガス、電力・公共事業、鉱業、再生可能エネルギー) の顧客に提供し、業界でソート リーダーシップを発揮している

パートナー様に授与されます。 

このアワードは、業界知識とノウハウがあり、一貫性のある高品質の先見的なサービスやソリューションをエネルギー業界の顧客に提供している

パートナー様に授与されます。ビジネス リーダーシップに加え、最新のマイクロソフト テクノロジーをソリューション プラットフォームとして利用すること

で、新規顧客の件数や収益が堅調に伸びていることも評価されます。このアワードでは、マイクロソフトの意欲的なカーボン フットプリント削減

計画を踏まえて、グローバル エネルギーの移行を実現する持続可能性/炭素排出量管理方針をどのように実証しているかも考慮されます。 

応募に際しては、ソフトウェア ソリューション、アプリケーションやサービスの開発、需要創出、販売にマイクロソフト パートナー ネットワークを活用

して、マイクロソフトと効果的なエンゲージメントを築いていることを実証してください。 

応募資格 

• 2021 年 1 月までに Cloud コンピテンシー (Cloud Platform、Cloud Productivity、Enterprise Mobility Management、Cloud 

Business Applications、Security、Small & Mid Market Cloud Solutions) で Gold レベルを取得しているか、Co-sell Ready オ

ファーのある ISV であること。 

• 優良な MPN パートナーであること (メンバーシップを更新している、会費を納めているなど)。 

• 提供したソリューション、業務、またはサービスに関する顧客事例や参照情報もあることが望ましい。 

• Co-sell Ready オファーの業種別ソリューションの導入実績があること。 
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要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点までアップロードできます 

(裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも含まれます)。 

• 技術およびビジネス上の観点から見て、貴社のソリューションまたはサービスにマイクロソフト テクノロジーを利用したことで、顧客のデジタル

変革がどのように実現されたか、顧客が業界内でデジタル変革の成果を出すために、貴社のソリューションがどう役立ったかを説明してく

ださい。  

• エネルギー業界の特定の顧客に限定したソリューションまたはサービスか、市場/採用拡大の可能性があるかを記述してください。  

– 優れたカスタマー エクスペリエンスや顧客満足度を実証する外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、動画、顧客の推薦状

など) をアップロードするか、リンクを提示してください。 

• 貴社のソリューションまたはサービスで利用しているマイクロソフト テクノロジーとその方法を記述してください (モダン ワークプレース、ビジネス 

アプリケーション、アプリケーション & インフラストラクチャ、データ & AI)。 

• これらのテクノロジーを利用することで、エネルギー業界の顧客のニーズにどう対応したかを説明してください。貴社のソリューションまたは

サービスが、マイクロソフトのプラットフォーム/テクノロジーの使用をどのように増加させたかについての詳細も提示してください。クラウド テク

ノロジーを利用した成長や変革において、このソリューションがどのような位置付けにあるかを示してください。  

• 貴社のソリューションまたはサービスによって解決された顧客の問題点について説明してください。可能であれば、顧客の問題点に与えた

影響や、ソリューション導入前/後の違いを明記し、顧客が受けた利益の指標を提示してください。 

– 顧客紹介を 2 件提示してください (顧客紹介は、このツールの所定のセクション内の、要約のアップロード セクションの下に入力

してください)。 

 

 
Financial Services (金融サービス) 

Financial Services (金融サービス) パートナー オブ ザ イヤー アワードは、マイクロソフト テクノロジーを基盤にした革新的で独自性のあるサービス

やソリューションを金融サービス業界の顧客に提供し、業界でソート リーダーシップを発揮しているパートナー様に授与されます。 

このアワードは、業界知識とノウハウがあり、一貫性のある高品質の先見的なサービスやソリューションを金融サービス業界の顧客に提供してい

るパートナー様に授与されます。ビジネス リーダーシップに加え、最新のマイクロソフト テクノロジーをソリューション プラットフォームとして利用するこ

とで、新規顧客の件数や収益が堅調に伸びていることも評価されます。  

応募に際しては、ソフトウェア ソリューション、アプリケーションやサービスの開発、需要創出、販売にマイクロソフト パートナー ネットワークを活用

して、マイクロソフトと効果的なエンゲージメントを築いていることを実証してください。 

応募資格 

• 2021 年 1 月までに Cloud コンピテンシー (Cloud Platform、Cloud Productivity、Enterprise Mobility Management、Cloud 

Business Applications、Security、Small & Mid Market Cloud Solutions) で Gold レベルを取得しているか、Co-sell Ready オ

ファーのある ISV であること。 

• 優良な MPN パートナーであること (メンバーシップを更新している、会費を納めているなど)。 

• Co-sell Ready オファーの業種別ソリューションの導入実績があること。 

• 提供したソリューション、業務、またはサービスに関する顧客事例や参照情報もあることが望ましい。 

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点までアップロードできます 

(裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも含まれます)。 
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• 技術およびビジネス上の観点から見て、貴社のソリューションまたはサービスにマイクロソフト テクノロジーを利用したことで、顧客のデジタル

変革がどのように実現されたか、顧客が業界内でデジタル変革の成果を出すために、貴社のソリューションがどう役立ったかを説明してく

ださい。  

• 金融サービス業界の特定の顧客に限定したソリューションまたはサービスか、市場/採用拡大の可能性があるかを記述してください。  

• 優れたカスタマー エクスペリエンスや顧客満足度を実証する外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、動画、顧客の推薦状など) 

をアップロードするか、リンクを提示してください。 

• 貴社のソリューションまたはサービスで利用しているマイクロソフト テクノロジーとその方法を記述してください (モダン ワークプレース、ビジネス 

アプリケーション、アプリケーション & インフラストラクチャ、データ & AI)。 

• これらのテクノロジーを利用することで、金融サービス業界の顧客のニーズにどう対応したかを説明してください。貴社のソリューションまたは

サービスが、マイクロソフトのプラットフォーム/テクノロジーの使用をどのように増加させたかについての詳細も提示してください。クラウド テク

ノロジーを利用した成長や変革において、このソリューションがどのような位置付けにあるかを示してください。  

• 貴社のソリューションまたはサービスによって解決された顧客の問題点について説明してください。可能であれば、顧客の問題点に与えた

影響や、ソリューション導入前/後の違いを明記し、顧客が受けた利益の指標を提示してください。 

– 顧客紹介を 2 件提示してください (顧客紹介は、このツールの所定のセクション内の、要約のアップロード セクションの下に入力

してください)。 

 

 
Government (行政) 

Government (行政) パートナー オブ ザ イヤー アワードは、マイクロソフト テクノロジーを基盤にした革新的で独自性のあるサービスやソリューショ

ンを行政関連の顧客に提供し、業界でソート リーダーシップを発揮しているパートナー様に授与されます。 

このアワードは、業界知識とノウハウがあり、一貫性のある高品質の先見的なサービスやソリューションを行政関連の顧客に提供しているパート

ナー様に授与されます。ビジネス リーダーシップに加え、最新のマイクロソフト テクノロジーをソリューション プラットフォームとして利用することで、新

規顧客の件数や収益が堅調に伸びていることも評価されます。  

応募に際しては、ソフトウェア ソリューション、アプリケーションやサービスの開発、需要創出、販売にマイクロソフト パートナー ネットワークを活用

して、マイクロソフトと効果的なエンゲージメントを築いていることを実証してください。 

応募資格 

• 2021 年 1 月までに Cloud コンピテンシー (Cloud Platform、Cloud Productivity、Enterprise Mobility Management、Cloud 

Business Applications、Security、Small & Mid Market Cloud Solutions) で Gold レベルを取得しているか、Co-sell Ready オ

ファーのある ISV であること。 

• 優良な MPN パートナーであること (メンバーシップを更新している、会費を納めているなど)。 

• Co-sell Ready オファーの業種別ソリューションの導入実績があること。 

• 提供したソリューション、業務、またはサービスに関する顧客事例や参照情報もあることが望ましい。 

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点までアップロードできます 

(裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも含まれます)。 

• 技術およびビジネス上の観点から見て、貴社のソリューションまたはサービスにマイクロソフト テクノロジーを利用したことで、顧客のデジタル

変革がどのように実現されたか、顧客が業界内でデジタル変革の成果を出すために、貴社のソリューションがどう役立ったかを説明してく

ださい。  

• 行政関連の特定の顧客に限定したソリューションまたはサービスか、市場/採用拡大の可能性があるかを記述してください。  
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• 優れたカスタマー エクスペリエンスや顧客満足度を実証する外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、動画、顧客の推薦状など) 

をアップロードするか、リンクを提示してください。 

• 貴社のソリューションまたはサービスで利用しているマイクロソフト テクノロジーとその方法を記述してください (モダン ワークプレース、ビジネス 

アプリケーション、アプリケーション & インフラストラクチャ、データ & AI)。 

• これらのテクノロジーを利用することで、行政関連の顧客のニーズにどう対応し、成果を挙げたかを説明してください。貴社のソリューション

またはサービスが、マイクロソフトのプラットフォーム/テクノロジーの使用をどのように増加させたかについての詳細も提示してください。クラウ

ド テクノロジーを利用した成長や変革において、このソリューションがどのような位置付けにあるかを示してください。  

• 貴社のソリューションまたはサービスによって解決された顧客の問題点について説明してください。可能であれば、顧客の問題点に与えた

影響や、ソリューション導入前/後の違いを明記し、顧客が受けた利益の指標を提示してください。 

– 顧客紹介を 2 件提示してください (顧客紹介は、このツールの所定のセクション内の、要約のアップロード セクションの下に入力

してください)。 

 

 
Healthcare (ヘルスケア) 

Healthcare (ヘルスケア) パートナー オブ ザ イヤー アワードは、マイクロソフト テクノロジーを基盤にした革新的で独自性のあるサービスやソリュー

ションを医療業界の顧客に提供し、業界でソート リーダーシップを発揮しているパートナー様に授与されます。 

このアワードは、業界知識とノウハウがあり、一貫性のある高品質の先見的なサービスやソリューションを医療業界の顧客に提供しているパート

ナー様に授与されます。ビジネス リーダーシップに加え、最新のマイクロソフト テクノロジーをソリューション プラットフォームとして利用することで、新

規顧客の件数や収益が堅調に伸びていることも評価されます。  

応募に際しては、ソフトウェア ソリューション、アプリケーションやサービスの開発、需要創出、販売にマイクロソフト パートナー ネットワークを活用

して、マイクロソフトと効果的なエンゲージメントを築いていることを実証してください。 

応募資格 

• 2021 年 1 月までに Cloud コンピテンシー (Cloud Platform、Cloud Productivity、Enterprise Mobility Management、Cloud 

Business Applications、Security、Small & Mid Market Cloud Solutions) で Gold レベルを取得しているか、Co-sell Ready オ

ファーのある ISV であること。 

• 優良な MPN パートナーであること (メンバーシップを更新している、会費を納めているなど)。  

• Co-sell Ready オファーの業種別ソリューションの導入実績があること。 

• 提供したソリューション、業務、またはサービスに関する顧客事例や参照情報もあることが望ましい。 

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点までアップロードできます 

(裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも含まれます)。 

• 技術およびビジネス上の観点から見て、貴社のソリューションまたはサービスにマイクロソフト テクノロジーを利用したことで、顧客のデジタル

変革がどのように実現されたか、顧客が業界内でデジタル変革の成果を出すために、貴社のソリューションがどう役立ったかを説明してく

ださい。  

• 医療業界の特定の顧客に限定したソリューションまたはサービスか、市場/採用拡大の可能性があるかを記述してください。  

• 優れたカスタマー エクスペリエンスや顧客満足度を実証する外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、動画、顧客の推薦状など) 

をアップロードするか、リンクを提示してください。 

• 貴社のソリューションまたはサービスで利用しているマイクロソフト テクノロジーとその方法を記述してください (モダン ワークプレース、ビジネス 

アプリケーション、アプリケーション & インフラストラクチャ、データ & AI)。 
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• これらのテクノロジーを利用することで、医療業界の顧客のニーズにどう対応したかを説明してください。貴社のソリューションまたはサービス

が、マイクロソフトのプラットフォーム/テクノロジーの使用をどのように増加させたかについての詳細も提示してください。クラウド テクノロジー

を利用した成長や変革において、このソリューションがどのような位置付けにあるかを示してください。  

• 貴社のソリューションまたはサービスによって解決された顧客の問題点について説明してください。可能であれば、顧客の問題点に与えた

影響や、ソリューション導入前/後の違いを明記し、顧客が受けた利益の指標を提示してください。 

– 顧客紹介を 2 件提示してください (顧客紹介は、このツールの所定のセクション内の、要約のアップロード セクションの下に入力

してください)。 

 

 
Manufacturing (製造)  

Manufacturing (製造) パートナー オブ ザ イヤー アワードは、マイクロソフト テクノロジーを基盤にした革新的で独自性のあるサービスやソリュー

ションを製造業界 (産業機器、航空宇宙、農耕機械、ハイテク & エレクトロニクス、化学薬品、農業機関など) の顧客に提供し、業界で

ソート リーダーシップを発揮しているパートナー様に授与されます。 

このアワードは、業界知識とノウハウがあり、一貫性のある高品質の先見的なサービスやソリューションを製造業界の顧客に提供しているパート

ナー様に授与されます。ビジネス リーダーシップに加え、最新のマイクロソフト テクノロジーをソリューション プラットフォームとして利用することで、新

規顧客の件数や収益が堅調に伸びていることも評価されます。  

応募に際しては、ソフトウェア ソリューション、アプリケーションやサービスの開発、需要創出、販売にマイクロソフト パートナー ネットワークを活用

して、マイクロソフトと効果的なエンゲージメントを築いていることを実証してください。 

応募資格 

• 2021 年 1 月までに Cloud コンピテンシー (Cloud Platform、Cloud Productivity、Enterprise Mobility Management、Cloud 

Business Applications、Security、Small & Mid Market Cloud Solutions) で Gold レベルを取得しているか、Co-sell Ready オ

ファーのある ISV であること。 

• 優良な MPN パートナーであること (メンバーシップを更新している、会費を納めているなど)。  

• Co-sell Ready オファーの業種別ソリューションの導入実績があること。 

• 提供したソリューション、業務、またはサービスに関する顧客事例や参照情報もあることが望ましい。 

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点までアップロードできます 

(裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも含まれます)。 

• 貴社のソリューションまたはサービスによって解決された顧客の問題点について説明してください。顧客の問題点に与えた影響や、ソリュー

ション導入前/後の違いを明記し、顧客が受けた利益の指標を提示してください。 

• 技術およびビジネス上の観点から見て、貴社のソリューションまたはサービスにマイクロソフト テクノロジーを利用したことで、顧客のデジタル

変革がどのように実現されたか、顧客が業界内でデジタル変革の成果を出すために、貴社のソリューションがどう役立ったかを説明してく

ださい。  

• 製造業界の特定の顧客に限定したソリューションまたはサービスか、市場/採用拡大の可能性があるかを記述してください。  

• 優れたカスタマー エクスペリエンスや顧客満足度を実証する外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、動画、顧客の推薦状など) 

をアップロードするか、リンクを提示してください。 

• 貴社のソリューションまたはサービスで利用しているマイクロソフト テクノロジーとその方法を記述してください (モダン ワークプレース、ビジネス 

アプリケーション、アプリケーション & インフラストラクチャ、データ & AI)。 
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Media & Communications (メディア通信)  

Media & Communications (メディア通信) パートナー オブ ザ イヤー アワードは、マイクロソフト テクノロジーを基盤にした革新的で独自性のあ

るサービスやソリューションをメディア・通信業界の顧客に提供し、業界でソート リーダーシップを発揮しているパートナー様に授与されます。 

このアワードは、業界知識とノウハウがあり、一貫性のある高品質の先見的なサービスやソリューションをメディア・通信業界の顧客に提供して

いるパートナー様に授与されます。ビジネス リーダーシップに加え、最新のマイクロソフト テクノロジーをソリューション プラットフォームとして利用する

ことで、新規顧客の件数や収益が堅調に伸びていることも評価されます。  

応募に際しては、ソフトウェア ソリューション、アプリケーションやサービスの開発、需要創出、販売にマイクロソフト パートナー ネットワークを活用

して、マイクロソフトと効果的なエンゲージメントを築いていることを実証してください。 

応募資格 

• 2021 年 1 月までに Cloud コンピテンシー (Cloud Platform、Cloud Productivity、Enterprise Mobility Management、Cloud 

Business Applications、Security、Small & Mid Market Cloud Solutions) で Gold レベルを取得しているか、Co-sell Ready オ

ファーのある ISV であること。 

• 優良な MPN パートナーであること (メンバーシップを更新している、会費を納めているなど)。 

• Co-sell Ready オファーの業種別ソリューションの導入実績があること。 

• 提供したソリューション、業務、またはサービスに関する顧客事例や参照情報もあることが望ましい。 

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点までアップロードできます 

(裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも含まれます)。 

• 技術およびビジネス上の観点から見て、貴社のソリューションまたはサービスにマイクロソフト テクノロジーを利用したことで、顧客のデジタル

変革がどのように実現されたか、顧客が業界内でデジタル変革の成果を出すために、貴社のソリューションがどう役立ったかを説明してく

ださい。  

• メディア・通信業界の特定の顧客に限定したソリューションまたはサービスか、市場/採用拡大の可能性があるかを記述してください。  

• 優れたカスタマー エクスペリエンスや顧客満足度を実証する外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、動画、顧客の推薦状など) 

をアップロードするか、リンクを提示してください。 

• 貴社のソリューションまたはサービスで利用しているマイクロソフト テクノロジーとその方法を記述してください (モダン ワークプレース、ビジネス 

アプリケーション、アプリケーション & インフラストラクチャ、データ & AI)。 

• これらのテクノロジーを利用することで、メディア・通信業界の顧客のニーズにどう対応したかを説明してください。貴社のソリューションまた

はサービスが、マイクロソフトのプラットフォーム/テクノロジーの使用をどのように増加させたかについての詳細も提示してください。クラウド テ

クノロジーを利用した成長や変革において、このソリューションがどのような位置付けにあるかを示してください。  

• 貴社のソリューションまたはサービスによって解決された顧客の問題点について説明してください。可能であれば、顧客の問題点に与えた

影響や、ソリューション導入前/後の違いを明記し、顧客が受けた利益の指標を提示してください。 

– 顧客紹介を 2 件提示してください (顧客紹介は、このツールの所定のセクション内の、要約のアップロード セクションの下に入力

してください)。 
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Nonprofit (非営利) 

アワードの説明: 

Nonprofit (非営利) パートナー オブ ザ イヤー アワードは、マイクロソフト テクノロジーを基盤にした革新的で独自性のあるサービスやソリューショ

ンを非営利業界の顧客に提供し、業界でソート リーダーシップを発揮しているパートナー様に授与されます。     

最新のマイクロソフト テクノロジーをソリューション プラットフォームとして利用することで、新規顧客の件数や収益が堅調に伸びていることも評価

されます。 

応募資格: 

• 2021 年 1 月までに Cloud コンピテンシーで Gold または Silver レベルを取得しているか、Co-sell Ready オファーのある ISV であること。 

• 優良な MPN パートナーであること (メンバーシップを更新している、会費を納めているなど)。 

• 市場に出ている非営利業界固有のソリューションやサービスを (最新の) 公開 Web サイトで紹介していること。 

• 2020 または 2021 会計年度内に公開された、非営利業界の顧客紹介や事例が 2 件以上あること (それぞれ異なる組織であること)。 

• ソリューションやサービスを導入したことによる社会的影響が測定可能かつ実証済みであること。 

• 事例紹介の顧客が、マイクロソフトの資格要件を満たす既存の非営利団体であり、最終選考/受賞に選ばれた場合にマイクロソフトが

紹介することを承諾していること。 

要約: 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点までアップロードする必

要があります (裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも含ま

れます)。 

• 顧客の当初の課題 (複数可) を説明してください。 

• マイクロソフトのクラウドを貴社のソリューションやサービスにどのように利用・応用したかを説明してください (モダン ワークプレース、ビジネス 

アプリケーション、アプリケーション & インフラストラクチャ、データ & AI)。 

• 顧客のデジタル変革の促進につながった、貴社のソリューションやサービスの具体的なメリットを説明してください。 

• 非営利団体がこの影響を受益者や自組織の活動に直接還元できた事例を説明してください。 

• 貴社の非営利団体向けソリューション/サービスは特定の顧客向けのカスタム プロジェクトか、それとも再現・拡張可能なソリューション/

サービスであるかを回答してください。 

– 優れたカスタマー エクスペリエンスや顧客満足度を実証する外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、動画、顧客の推薦状

など) をアップロードするか、リンクを提示してください。 

• 貴社の非営利団体向けソリューション/サービスを顧客に提供している期間と、このソリューションやサービスの今後の発展・投資計画 

(ロードマップ、サービス、市場採用など) について回答してください。 

• 裏付け文書と共に、検討対象となる追加のフィードバックを提示してください。 

 

 
Retail & Consumer Goods (リテール & 消費財) 

Retail (リテール) パートナー オブ ザ イヤー アワードは、マイクロソフト テクノロジーを基盤にした革新的で独自性のあるサービスやソリューションを

小売・消費財業界の顧客に提供し、業界でソート リーダーシップを発揮しているパートナー様に授与されます。 
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このアワードは、業界知識とノウハウがあり、一貫性のある高品質の先見的なサービスやソリューションを小売・消費財業界の顧客に提供して

いるパートナー様に授与されます。ビジネス リーダーシップに加え、最新のマイクロソフト テクノロジーをソリューション プラットフォームとして利用する

ことで、新規顧客の件数や収益が堅調に伸びていることも評価されます。  

応募に際しては、ソフトウェア ソリューション、アプリケーションやサービスの開発、需要創出、販売にマイクロソフト パートナー ネットワークを活用

して、マイクロソフトと効果的なエンゲージメントを築いていることを実証してください。 

応募資格 

• 2021 年 1 月までに Cloud コンピテンシー (Cloud Platform、Cloud Productivity、Enterprise Mobility Management、Cloud 

Business Applications、Security、Small & Mid Market Cloud Solutions) で Gold レベルを取得しているか、Co-sell Ready オ

ファーのある ISV であること。 

• 優良な MPN パートナーであること (メンバーシップを更新している、会費を納めているなど)。 

• Co-sell Ready オファーの業種別ソリューションの導入実績があること。 

• 提供したソリューション、業務、またはサービスに関する顧客事例、推薦状、または参照情報を応募内容に含めること。 

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点までアップロードできます 

(裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも含まれます)。 

• 技術およびビジネス上の観点から見て、貴社のソリューションまたはサービスにマイクロソフト テクノロジーを利用したことで、顧客のデジタル

変革がどのように実現されたか、顧客が業界内でデジタル変革の成果を出すために、貴社のソリューションがどう役立ったかを説明してく

ださい。  

• 小売・消費財業界の特定の顧客に限定したソリューションまたはサービスか、この業界内の他の顧客に市場/採用を拡大できるかを記

述してください。  

• 優れたカスタマー エクスペリエンスや顧客満足度を実証する外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、動画、顧客の推薦状など) 

をアップロードするか、リンクを提示してください。 

• 貴社のソリューションまたはサービスで利用しているマイクロソフト テクノロジーとその方法を記述してください (モダン ワークプレース、ビジネス 

アプリケーション、アプリケーション & インフラストラクチャ、データ & AI)。 

• これらのテクノロジーを利用することで、小売・消費財業界の顧客のニーズにどう対応したか、または特定の顧客の問題をどう解決したか

を説明してください。貴社のソリューションまたはサービスが、マイクロソフトのプラットフォーム/テクノロジーの使用をどのように増加させたかに

ついての詳細も提示してください。クラウド テクノロジーを利用した成長や変革において、このソリューションがどのような位置付けにあるか

を示してください。  

• 貴社のソリューションまたはサービスによって解決された顧客の問題点について説明してください。可能であれば、顧客の問題点に与えた

影響や、ソリューション導入前/後の違いを明記し、顧客が受けた利益の指標を提示してください。 

– 顧客紹介を 2 件提示してください (顧客紹介は、このツールの所定のセクション内の、要約のアップロード セクションの下に入力

してください)。 

 

Social Impact Awards 

 
Community Response (コミュニティ対応)  

Community Response (コミュニティ対応) パートナー オブ ザ イヤー アワードは、マイクロソフト テクノロジーを基盤にした革新的で独自性のあ

るサービスやソリューションを提供し、未曽有の時代に顧客やコミュニティの問題解決をサポートすることで、大きな社会的影響を与えたパート

ナー様に授与されます。今年も引き続き、コロナ禍 (COVID-19 パンデミック) におけるマイクロソフト パートナー コミュニティの貢献を表彰します。   
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マイクロソフトが顧客にテクノロジー/ビジネス変革をもたらす上で中心となるのが、マイクロソフト パートナー様です。このような顧客のニーズや課

題に対応するには、これまで以上の協力と共同イノベーションが必要です。世界情勢は不安定ながら多くの希望もあり、非常に困難なこの

時期に素晴らしいパートナーシップやイノベーションを成し遂げた事例もあります。マイクロソフトでは、このような事例を募り、良い影響を生むた

めにパートナー様が行っている取り組みを表彰したいと考えています。 

このアワードでは、技術知識とノウハウを駆使して、コロナ禍における顧客の課題に対応する、高品質のサービスやソリューションが対象となりま

す。応募に際しては、そのソリューションやサービスが最新のマイクロソフト テクノロジーをどのように利用するかを実証してください。 

また、ソリューション/サービスの市場での入手可能性や拡張性についての実証も評価の対象となります。対象ソリューション/サービスがパート

ナー様の Web サイトで紹介されているか、Microsoft コマーシャル マーケットプレースにリスト登録されている必要があります。ビジネス リーダー

シップを実証すると共に、一般に公開されている参照可能な成功事例や顧客紹介 (ビジネスやコミュニティへの影響の具体的な数値を含む) 

を提示してください。  

応募資格 

• 2021 年 1 月までに Gold または Silver レベルのコンピテンシーを取得しているか、Co-sell Ready オファーのある ISV であること。       

• 優良な MPN パートナーであること (メンバーシップを更新している、会費を納めているなど)。 

• 市場に出ているソリューションやサービスを公開 Web サイトで紹介していること。 

• 提供したソリューション、業務、またはサービスに関する最近の事例や顧客紹介を 1 件提示すること。  

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください。  ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点までアップロードできま

す (裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。  要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも含まれます)。 

• 貴社のソリューションやサービスの概要を示し、マイクロソフト テクノロジーをどのように利用・応用しているかを説明してください。 

• 貴社の Web サイトで紹介しているソリューション/サービスの相対リンクを示してください。Microsoft コマーシャル マーケットプレースにソ

リューション/サービスをリスト登録している場合は、そのリンクも示してください。  

• 顧客の課題の内容と、貴社のソリューションやサービスがコロナ禍に関連した課題への対応および課題克服をどのように実現したかを説

明してください。 

• 貴社のソリューションやサービスが、顧客のビジネスやコミュニティに対する測定可能な影響の促進にどう役立ったかを説明してください。 

• 貴社のソリューションやサービスは特定の顧客向けのカスタム プロジェクトか、それとも再現・拡張可能であるかを回答してください。優れ

たカスタマー エクスペリエンスや顧客満足度を実証する外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、動画、顧客の推薦状など) をアッ

プロードするか、リンクを提示してください。 

• 貴社のソリューションやサービスを顧客に提供している期間と、このソリューションやサービスの今後の発展・投資計画 (ロードマップ、サービ

ス、市場採用など) について回答してください。  

• 貴社の Web サイトで紹介しているソリューション/サービスの相対リンクを示してください。Microsoft コマーシャル マーケットプレースにソ

リューション/サービスをリスト登録している場合は、そのリンクも示してください (このツールの所定のセクション内の、Web サイトのリンクの

下に入力してください)。 

• 顧客紹介を 1 件以上提示してください (顧客紹介は、このツールの所定のセクション内の、要約のアップロード セクションの下に入力し

てください)。その顧客が、最終選考/受賞に選ばれた場合にマイクロソフトが紹介することを承諾している必要があります。 
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Inclusion Changemaker (インクルージョン チェンジメーカー) 

Inclusion Changemaker (インクルージョン チェンジメーカー) パートナー オブ ザ イヤー アワードは、マイクロソフト テクノロジーを基盤にした革新

的で独自性のあるサービスやソリューションを提供し、多様な表現、経済的アクセス、デジタル インクルージョン、アクセシビリティに関する顧客

の課題解決をサポートしているパートナー様に授与されます。  

よりインクルーシブで公平な世界に向けて、デジタル変革を推進しているパートナー様が対象となります。多様な表現、経済的アクセス、デジタ

ル インクルージョン、アクセシビリティの戦略的重要性は増しており、組織や企業の業績、イノベーション、市場価値を高める上で重要となって

います。よりインクルーシブな経済成長を実現するためにマイクロソフトが目指しているのが、あらゆる人材や市場機会から最適なアイデア、ス

キル、経験、リソースが得られるようサポートするソリューションやサービスです。  

このアワードでは、技術知識とノウハウを駆使して、顧客のよりインクルーシブな成長を実現する、高品質のサービスやソリューションが対象とな

ります。応募に際しては、そのソリューションやサービスが最新のマイクロソフト テクノロジーをどのように利用して、インクルージョン向上を実現して

いるかを実証してください。  

また、ソリューション/サービスの市場での入手可能性や拡張性についての実証も評価の対象となります。対象ソリューション/サービスが貴社の 

Web サイトで紹介されているか、Microsoft コマーシャル マーケットプレースにリスト登録されている必要があります。インクルージョンへの取り組

みに関する公開表明、一般に公開されている参照可能な成功事例や、貴社のソリューション/サービスを導入した顧客紹介 (よりインクルーシ

ブな成長を実現するビジネス インパクトの具体的な数値を含む) などによって、ビジネス リーダーシップを実証してください。  

応募資格 

• 2021 年 1 月までに Gold または Silver レベルのコンピテンシーを取得しているか、Co-sell Ready オファーのある ISV であること。       

• 優良な MPN パートナーであること (メンバーシップを更新している、会費を納めているなど)。 

• 市場に出ているソリューションやサービスを公開 Web サイトで紹介していること。 

• 提供したソリューション、業務、またはサービスに関する最近の事例や顧客紹介を 1 件提示すること。  

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください。  ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点までアップロードできま

す (裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。  要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも含まれます)。 

• 貴社のソリューションやサービスの概要を示し、マイクロソフト テクノロジーをどのように利用・応用しているかを説明してください。 

• 顧客の課題の内容と、貴社のソリューションやサービスが、より多様な表現、経済的アクセス、デジタル インクルージョン、アクセシビリティ

に関連した顧客の課題にどのように対応したかを説明してください。 

• 貴社のソリューションやサービスが、顧客のビジネス インパクトの促進と、よりインクルーシブな成長の実現にどう役立ったかを説明してくだ

さい。   

• 貴社のソリューションやサービスは特定の顧客向けのカスタム プロジェクトか、それとも再現・拡張可能であるかを回答してください。優れ

たカスタマー エクスペリエンスや顧客満足度を実証する外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、動画、顧客の推薦状など) をアッ

プロードするか、リンクを提示してください。 

• 貴社のソリューションやサービスを顧客に提供している期間と、このソリューションやサービスの今後の発展・投資計画 (ロードマップ、サービ

ス、市場採用など) について回答してください。  

• 貴社の Web サイトで紹介しているソリューション/サービスの相対リンクを示してください。Microsoft コマーシャル マーケットプレースにソ

リューション/サービスをリスト登録している場合は、そのリンクも示してください (このツールの所定のセクション内の、Web サイトのリンクの

下に入力してください)。 

• 顧客紹介を 1 件以上提示してください (顧客紹介は、このツールの所定のセクション内の、要約のアップロード セクションの下に入力し

てください)。その顧客が、最終選考/受賞に選ばれた場合にマイクロソフトが紹介することを承諾している必要があります。 
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Sustainability Changemaker (サステナビリティ チェンジメーカー) 

Sustainability Changemaker (サステナビリティ チェンジメーカー) パートナー オブ ザ イヤー アワードは、マイクロソフト テクノロジーを基盤にした

革新的で独自性のあるサービスやソリューションを提供し、持続可能なデジタル変革に関する顧客の課題解決をサポートしているパートナー様

に授与されます。 

世界の持続可能性を向上させる、目的主導型のデジタル変革を推進しているパートナー様が対象となります。環境スチュワードシップの戦略

的重要性は増しており、組織や企業の業績、イノベーション、市場価値を高める上で重要となっています。持続可能性と気候安定性の高い

未来に向けて、テクノロジー イノベーションと産業変革を推進するべくマイクロソフトが目指しているのが、各企業や組織が気候に与える影響を

理解し、持続可能性に対する責任を果たせるようサポートするソリューションやサービスです。  

このアワードでは、技術知識とノウハウを駆使して、顧客、ポリシー、またはエコシステムの持続可能性に関する課題に対応する、高品質のサー

ビスやソリューションが対象となります。応募に際しては、そのソリューションやサービスが最新のマイクロソフト テクノロジーをどのように利用して、

持続可能性への影響を促進しているかを実証してください。  

また、ソリューション/サービスの市場での入手可能性や拡張性、貴社 Web サイトでの入手可能性、Microsoft コマーシャル マーケットプレース

へのリスト登録についての実証も評価の対象となります。持続可能性への取り組みに関する公開表明、一般に公開されている参照可能な

成功事例や顧客紹介 (ビジネスや環境への影響の具体的な数値を含む) などによって、ビジネス リーダーシップを実証してください。 

応募資格 

• 2021 年 1 月までに Gold または Silver レベルのコンピテンシーを取得しているか、Co-sell Ready オファーのある ISV であること。 

• 優良な MPN パートナーであること (メンバーシップを更新している、会費を納めているなど)。 

• 市場に出ているソリューションやサービスを公開 Web サイトで紹介していること。 

• 提供したソリューション、業務、またはサービスに関する最近の事例や顧客紹介を 1 件提示すること。 

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください。  ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点までアップロードできま

す (裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。  要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも含まれます)。 

• 貴社のソリューションやサービスの概要を示し、マイクロソフト テクノロジーをどのように利用・応用しているかを説明してください。 

• 顧客の課題の内容と、貴社のソリューションやサービスが持続可能性に関する課題への対応をどのように実現したかを説明してください。   

• 貴社のソリューションやサービスが、顧客のビジネスや持続可能性に対する測定可能な影響促進にどう役立ったかを説明してください。  

• 貴社のソリューションやサービスは特定の顧客向けのカスタム プロジェクトか、それとも再現・拡張可能であるかを回答してください。優れ

たカスタマー エクスペリエンスや顧客満足度を実証する外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、動画、顧客の推薦状など) をアッ

プロードするか、リンクを提示してください。 

• 貴社のソリューションやサービスを顧客に提供している期間と、このソリューションやサービスの今後の発展・投資計画 (ロードマップ、サービ

ス、市場採用など) について回答してください。  

• 貴社の Web サイトで紹介しているソリューション/サービスの相対リンクを示してください。Microsoft コマーシャル マーケットプレースにソ

リューション/サービスをリスト登録している場合は、そのリンクも示してください (このツールの所定のセクション内の、Web サイトのリンクの

下に入力してください)。 

• 顧客紹介を 2 件以上提示してください (顧客紹介は、このツールの所定のセクション内の、要約のアップロード セクションの下に入力し

てください)。その顧客が、最終選考/受賞に選ばれた場合にマイクロソフトが紹介することを承諾している必要があります。 
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Business Excellence Awards 

 
Advisory Services (アドバイザリー サービス) 

Advisory Services (アドバイザリー サービス) パートナー オブ ザ イヤー アワードは、マイクロソフト テクノロジーを利用して価値の高いコンサルティ

ング/アドバイザリー サービスを顧客に提供し、業界でソート リーダーシップを発揮しているパートナー様に授与されます。 

このアワードは、業界知識とノウハウがあり、顧客のデジタル変革をサポートする、一貫性のある高品質の先見的なサービスを提供しているパー

トナー様に授与されます。ビジネス リーダーシップや上級管理職員への影響力に加え、最新のマイクロソフト テクノロジーをソリューション プラット

フォームとして利用することで、新規顧客の件数や収益が堅調に伸びていることも評価されます。  

応募に際しては、アドバイザリー サービス オファーの構築、ソリューション/サービスの需要創出と販売にマイクロソフト パートナー ネットワークを活

用して、マイクロソフトと効果的なエンゲージメントを築いていることを実証してください。 

応募資格  

• 2021 年 1 月までに Cloud コンピテンシー (Cloud Platform、Cloud Productivity、Enterprise Mobility Management、Cloud 

Business Applications、Security、Small & Mid Market Cloud Solutions) で Gold レベルを取得しているか、Co-sell Ready オ

ファーのある ISV であること。 

• 優良な MPN パートナーであること (メンバーシップを更新している、会費を納めているなど。 

• 提供したソリューション、業務、またはサービスに関する顧客事例や参照情報もあることが望ましい。 

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点までアップロードできます 

(裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも含まれます)。 

• マイクロソフト テクノロジーを利用して、顧客のビジネス変革をどのように促進したか、顧客が業界内でデジタル変革の成果を出すために、

貴社のソリューションやサービスがどう役立ったかを説明してください。  

• 特定の顧客に限定したソリューションまたはサービスか、市場/採用拡大の可能性があるかを記述してください。  

– 優れたカスタマー エクスペリエンスや顧客満足度を実証する外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、動画、顧客の推薦状

など) をアップロードするか、リンクを提示してください。 

• 貴社のアドバイザリー サービスで利用しているマイクロソフト テクノロジーとその方法を記述してください (モダン ワークプレース & セキュリティ、

ビジネス アプリケーション、アプリケーション & インフラストラクチャ、データ & AI)。 

• これらのテクノロジーを利用することで、顧客のニーズにどう対応したかを説明してください。貴社のソリューションまたはサービスが、マイクロ

ソフトのプラットフォーム/テクノロジーの使用をどのように増加させたかについての詳細も提示してください。クラウド テクノロジーを利用した

成長や変革において、このソリューションがどのような位置付けにあるかを示してください。  

• 貴社のソリューションまたはサービスによって解決された顧客の問題点について説明してください。可能であれば、顧客の問題点に与えた

影響や、ソリューション導入前/後の違いを明記し、顧客が受けた利益の指標を提示してください。 

– 顧客紹介を 2 件提示してください (顧客紹介は、このツールの所定のセクション内の、要約のアップロード セクションの下に入力

してください)。 
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Commercial Marketplace (コマーシャル マーケットプレース) 

Commercial Marketplace (コマーシャル マーケットプレース) パートナー オブ ザ イヤー アワードは、Microsoft コマーシャル マーケットプレース 

(Microsoft AppSource または Azure Marketplace) を介して革新的で独自性のあるサービスやソリューションを提供し、優れた実績を挙げ

ているパートナー様に授与されます。 

このアワードは、マーケットプレースでの販売実績とマーケティングに関するノウハウがあり、一貫性のある高品質の先見的なサービスやソリューショ

ンをマーケットプレースの顧客に提供しているパートナー様に授与されます。ビジネス リーダーシップに加え、コマーシャル マーケットプレースでの新規

顧客件数、課金売上、Azure 消費量、課金シート数が堅調に伸びていることも評価されます。  

応募に際しては、ソフトウェア ソリューション/アプリケーションの需要創出や販売に Marketplace Rewards を活用して、マイクロソフトと効果

的なエンゲージメントを築いていることを実証してください。  

応募資格 

• 2021 年 1 月までに Cloud コンピテンシー (Cloud Platform、Cloud Productivity、Enterprise Mobility Management、Cloud 

Business Applications、Security、Small & Mid Market Cloud Solutions) で Gold レベルを取得しているか、Co-sell Ready オ

ファーのある ISV であること。 

• 優良な MPN パートナーであること (メンバーシップを更新している、会費を納めているなど)。 

• Microsoft AppSource または Azure Marketplace に、顧客が取引可能なソリューションが１つ以上あること。 

• コマーシャル マーケットプレースを通じた顧客獲得実績 (課金売上、消費売上、課金シートのいずれか) があること。 

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点までアップロードできます 

(裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも含まれます)。 

• 応募に際しては、コマーシャル マーケットプレースにリスト登録しているソリューションやサービスの中で、このノミネートの対象にしたいものを

挙げてください (実際のリストへのリンクを含めてください)。 

• 貴社のソリューションまたはサービスで利用しているマイクロソフト  テクノロジーとその方法を記述してください  (Dynamics、Power 

Platform、Microsoft 365、Microsoft Azure など)。 

• Microsoft コマーシャル マーケットプレース (Microsoft AppSource や Azure Marketplace) を利用したことが、貴社のビジネスの成長

にどう役立ったかを説明してください。 

• ノミネート対象のリストに与えた影響を具体的な数値で示してください (顧客取引の規模、リード件数、新しい地域での新規売上、

Azure 消費売上など)。 

• コマーシャル マーケットプレースへのリスト登録にビジネス展開する際に、貴社が用いた効果的な販売戦術やマーケティング戦術を回答し

てください。Marketplace Rewards プログラムによって得られたメリットがあれば、それについても記述してください。 

• コマーシャル マーケットプレースの利用が、顧客のニーズに対応する上でどう役立ったかを説明してください。貴社のソリューションが、マイク

ロソフトのプラットフォーム/テクノロジーの使用をどのように増加させたかについての詳細も提示してください。コマーシャル マーケットプレース

からクラウド テクノロジーを利用した成長や変革において、このソリューションがどのような位置付けにあるかを示してください。  

• コマーシャル マーケットプレースでの顧客獲得事例やそれについての引用が 1 件以上ある場合は、この応募内容に添付するか、またはリ

ンクを付けてください。 

 

 

 

  

https://partner.microsoft.com/en-us/membership/sell-with-microsoft
https://aka.ms/marketplacerewards
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Customer Experience (カスタマー エクスペリエンス) 

Customer Experience (カスタマー エクスペリエンス) パートナー オブ ザ イヤー アワードは、顧客との関係構築と、顧客のニーズや期待に応え

て、またはそれ以上の成果で顧客を満足させることに尽力しているパートナー様に授与されます。応募に際しては、顧客重視の姿勢によって顧

客に関するインサイトが社内に広がり、継続的なロイヤルティにつながる変化が起きた事例を示してください。顧客の購入行程を対象者別に

対応付ける方法や、デジタル マーケティング コンテンツを利用して見込み客にリーチし、見込み客をロイヤルティとリピート率の高い顧客に変え

る効果的かつ効率的な方法を説明してください。このアワードでは、マイクロソフトによる検証が可能な顧客紹介が必要となります。貴社が紹

介する顧客に、マイクロソフトから問い合わせがあることの承諾を必ず得てください。 

応募資格 

• PPT スライド (このツールで入手可能) に必要事項を記入します。このスライドは、このアワードの必要事項が記入できるようになっていま

す。詳細については、スライドのノート箇所でご確認ください。 

• このアワードに応募することにより、貴社、および貴社が事例として取り上げた顧客は、マイクロソフトが確認の一環としてその顧客に問

い合わせることに同意したものと見なされます。 

記入用テンプレート 

Customer Experience (カスタマー エクスペリエンス) パートナー オブ ザ イヤー アワード用の PowerPoint スライド (PPT テンプレートはこのア

ワード ツールで入手可能) で、以下の各項目について回答してください。このアワードの応募内容は、以下のとおりです。 

• 貴社のソリューションの顧客について、次の点を回答してください。1) このアワードの対象となるソリューション/サービス、2) この機会を裏付

ける市場調査の概要 (市場規模、地域、対応可能な顧客の数、対象区分 (エンタープライズ、中規模市場、SMB))、3) 対象者 (ビジ

ネス系の意思決定者、技術系の意思決定者)、4) 該当する業種、5) 対応している顧客の問題点やビジネス課題、6) 対象者の中で

最上位のペルソナ (CEO、CFO、CMO、COO など)。PowerPoint のスライド 3 ～ 5 に回答を記入してください。 

• 貴社が対応する主要ペルソナ (CEO、CFO、CMO など) を 1 つ選択し、以下の点を回答してください。1) 主要な意思決定要因、2) 

選択したペルソナにとっての期待事項 (上位 3 つ)、3) 選択したペルソナにとっての問題点 (上位 3 つ)。PowerPoint のスライド 6 ～ 8 

に回答を記入してください。 

• カスタマー ジャーニーのステージ (調査、評価、購入、拡大、契約更新、提唱) ごとに選択したペルソナを対応付け、以下の点を示してく

ださい。1) 各ステージで貴社が伝える主要メッセージ、2) 各ステージの要望/ニーズ (上位 3 つ)、3) 各ステージのタッチポイント (上位 3 

つ)、4) 各ステージの問題点 (上位 3 つ)、5) 各ステージの行動喚起。PowerPoint のスライド 10 ～ 15 に回答を記入してください。  

• 選択したペルソナと一致する顧客 5 人と、このカスタマー ジャーニーを検証してください (アワードの対象のペルソナとして CIO を選択した

場合は、CIO と相談してください)。PowerPoint のスライド 16 ～ 17 にあるインタビューの質問サンプルを使用して、貴社がまとめたカス

タマー エクスペリエンスと顧客からのフィードバックが一致しているかどうかを確認してください。顧客へのインタビューの質問から、カスタマー 

エクスペリエンスの主な推進要因の数値を計算してください。  

• 貴社がまとめたソリューションの主なカスタマー エクスペリエンス KPI を PowerPoint スライド 18 に記入してください。 

• カスタマー エクスペリエンスを改善した後の投資利益 (およびその計算方法) を PowerPoint スライド 19 に記入してください。スライド 

18 で選択した KPI に基づいて、改善後にどのような成長や変化が見られたかを説明してください。 

• 顧客との対話から学んだ重要事項を記述してください。PowerPoint スライド 20 に記入してください。  

• PowerPoint スライド 21 に、インタビューした顧客名を挙げ、マイクロソフトが連絡してフィードバック内容を確認できるように連絡先情報

を添えてください。 
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Global Independent Software Vendor (ISV)  

(グローバル独立系ソフトウェア ベンダー) 

Global Independent Software Vendor (ISV) (グローバル独立系ソフトウェア ベンダー) パートナー オブ ザ イヤー アワードは、マイクロソフトと

グローバル規模で深く連携することで、顧客重視の方針と高い業績を見せたグローバル マネージド ISV 様に授与されます。Microsoft Cloud 

Platform を基盤として、明確に差別化された価値とカスタマー エクスペリエンスを実現しているパートナー様を表彰するものです。パートナー様

のソリューションに Microsoft Cloud Platform を利用して、ソリューションの差別化とイノベーションを図り、新しいビジネス モデルとアプローチを

生み出した事例を提示してください。また、マイクロソフトとのエンゲージメントによって (特にマイクロソフトのパートナー プログラムやオファーを利用

することで)、パートナー様の事業成長がどのように促進されたかも説明してください。選考の際には、Azure 消費売上、IP 共同販売の成立件

数、マイクロソフトとの共有リード件数などの重要業績指標 (KPI) も加味されます。 

応募資格 

• Co-sell Ready オファーのあるマイクロソフト グローバル マネージド ISV であること。 

• PR、事例、Web サイトなど、マイクロソフトに対する公的なコミットメントを実証すること。 

• ISV のソリューションが Microsoft Cloud Platform テクノロジー (Azure Core Services、Azure Data Services、AI、Dynamics 365、

Power Platform、Teams、GitHub など) を利用していること。ISV の Microsoft Cloud Platform ベースのソリューションが複数の地

域で契約成立していること。 

• ISV のソリューションが Azure Marketplace または AppSource 上に公開リストされていること。 

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点までアップロードできます 

(裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも含まれます)。 

• 貴社のソリューションが顧客にもたらす特有の価値と、他の ISV との違いを記述してください。貴社のソリューションが Microsoft Cloud 

Platform を基盤として、どのように差別化された価値を顧客に提供するかを説明してください。 

• 貴社の主要ソリューションに使用している主要なマイクロソフト テクノロジーを記述してください。特に、主要ソリューションに統合している

先進のマイクロソフト クラウド サービス (AAD、AKS、PowerApps、Teams、AI、Azure SQL DB、Cosmos DB、Dynamics 365 

Customer Insights など) を明記してください。マイクロソフトの Go-To-Market プログラムや Co-Sell プログラムをどのように利用して、

貴社のパイプラインを拡大し、販売機会を促進しているかを説明してください。 

• マイクロソフトと協同で獲得した主な顧客を 1 件以上挙げ、貴社のソリューションがマイクロソフトとの関係を存分に活用して、差別化さ

れた価値を顧客に提供した事例を記述してください。 

 

 
Indirect Provider (インダイレクト プロバイダー) 

Indirect Provider (インダイレクト プロバイダー) パートナー オブ ザ イヤー アワードは、従来の取引ビジネス モデルから、価値に基づくソリューショ

ン プロバイダー モデルに移行して、幅広いリセラーにリーチし、パートナー チャネル全体で利用、消費、顧客獲得を促進したパートナー様に授与

されます。 

このアワードは、マイクロソフト ソリューション ポートフォリオ全般を利用できることが実証されている、CSP 経由で販売を行うインダイレクト プロバ

イダー様が対象です。応募に際しては、顧客による Microsoft Cloud スイートの採用と同スイートの卓越性を促進するソリューションで優れた

業績を挙げ、マイクロソフトの４つのソリューション分野 (モダン ワークプレース、アプリケーション & インフラストラクチャ、データ & AI、ビジネス ア

プリケーション) の 1 つ以上でデジタル変革推進のリーダー的役割を果たした事例を示してください。  
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インダイレクト プロバイダー ソリューションでは、以下のようなチャネル開発ツールやソリューションが対象となります。 

• ビジネス モデルの変革とイノベーション — Microsoft Cloud サービスや Windows 10 デバイスを基盤とした総合ソリューションのシームレ

スな集約、プロビジョニング、トランザクションを大規模に実現している。 

• 先進の CSP プラットフォーム — CSP 市場向けソリューションの投資、開発、発売を行い、それらのソリューションが幅広いエコシステムで

活用され、Microsoft Cloud のビジネスを拡大している。 

• チャネル開発プログラム — 初回販売を実現して顧客の生涯価値を最大限に高めるため、複数のパートナー タイプを対象とした共通フ

レームワークを構築している。パートナー リーチ、頻度、利益の成長と、Microsoft Cloud ワークロードのクロスセルの伸びが主な選考基準

となります。  

• 組織強化 — パートナーの営業チームと技術チームを変革することにより、Microsoft Cloud サービスを中心としてリセラーおよび ISV のソ

リューションを位置付け、販売、サポートしている。 

応募資格 

• CSP を通して販売を行うインダイレクト プロバイダーであること。 

• 2021 年 1 月までに Cloud コンピテンシー (Cloud Platform、Cloud Productivity、Enterprise Mobility Management、Cloud 

Business Applications、Security、Small & Mid Market Cloud Solutions) で Gold レベルを取得しているか、Co-sell Ready オ

ファーの IP またはサービス ソリューションを提供している ISV であること。 

• 優良な MPN パートナーであること (メンバーシップを更新している、会費を納めているなど)。 

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点までアップロードできます 

(裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも含まれます)。 

チャネル パートナーのグループが新しい市場機会を見極め、再現可能な付加価値ソリューションを開発して顧客のニーズ (IP またはコンポーネン

トの組み込み、技術スキル、ビジネス モデル) に応えることを可能にした事例を説明してください。また、4 つのソ リューション分野 (モダン ワーク

プレース、アプリケーション & インフラストラクチャ、データ & AI、ビジネス アプリケーション) の１つ以上で、どのように GTM を計画・実行できる

ようにしたかについても説明してください。 

• 付加価値のある市場機会をどのように見極め、パートナー グループを選定したかを説明してください。 

• パートナーによる差別化された付加価値ソリューションの開発を、貴社がどのように支援したかを説明してください。IP 開発 (またはソリュー

ションへのコンポーネントの組み込み) のプロセスと貴社の役割について明記してください。ビジネス モデル (マネージド サービス、プロフェッ

ショナル サービス + トランザクション、バンドルからの経常利益など) についてまとめてください。  

• パートナーによる GTM の開発と販売店への準備を貴社がどのように支援したかと、貴社が市場展開で果たした役割をまとめてください。  

• 貴社のインフラストラクチャがソリューションのプロビジョニングと課金体系をどのように実現したか、またチャネル パートナーがより高価値の

シナリオに顧客をアップセルやクロスセルする際に貴社が果たす役割を具体的に説明してください。  

• 顧客が購入したソリューションやサービスを利用 (消費) し、解約しないようにするために、貴社がパートナーをどのようにサポートしたかを説

明してください。顧客の利用パターンを特定するために使用したビジネス インテリジェンス、期限切れ通知と更新通知の方法 (ある場合)、

コミュニケーション プロセスとそのサイクル、貴社のアプローチの結果について回答してください。  

• SureStep と Cloud Ascent のデータをどのように活用して、チャネルパートナーのソリューション販売能力を向上させたか (1 ～ 3 件の販

売成立から、徐々にビジネスを拡大して、4 ～ 25 件の顧客との契約成立に至るまで) を説明してください。 

マイクロソフトとインダイレクト プロバイダーの売上および収益性にどのような影響を及ぼしたかを回答してください。 

 

https://partner.microsoft.com/en-us/membership/competencies#d2249065-9436-41ee-b53d-4244cc34b254
https://partner.microsoft.com/en-us/reach-customers/gtm
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Learning (ラーニング) 

Learning (ラーニング) パートナー オブ ザ イヤー アワードは、インパクトの強いマイクロソフト トレーニング ソリューションの提供で優れた業績を挙げ

たパートナー様に授与されます。応募に際しては、逆境を克服する独創性、変革、イノベーションと、Microsoft Cloud テクノロジーのトレーニン

グと採用を促進する能力を実証してください。また、非常に質の高いカスタマー エクスペリエンスを提供すると共に、マイクロソフトによる技術的

ギャップの解消をサポートした具体的な実績を示してください。 

応募の際に重視される点: 対象のマイクロソフト プログラムを通して、クラウド テクノロジーにおけるあらゆる規模の顧客のスキルアップに関係し

た取り組みおよび実績。 

顧客のトレーニング ニーズに合わせて製品やサービスを迅速に適応できること (バーチャル トレーニング形式へのシフトを含む)。 

技術的スキルのギャップ解消の進捗に大きな影響を及ぼすソリューション。 

応募資格 

• 2021 年 1 月までに Cloud コンピテンシー (Cloud Platform、Cloud Productivity、Enterprise Mobility Management、Cloud 

Business Applications、Security、Small & Mid -Market Cloud Solutions) で Silver または Gold レベルを取得していること。 

• Learning Option を利用して、任意のコンピテンシーで Silver または Gold レベルを取得していること。 

• 優良な MPN パートナーであること (メンバーシップを更新している、会費を納めているなど)。 

• 業績とコンプライアンスの実績があること。 

• コンピテンシー要件を満たしていないパートナー様はご応募いただけませんのでご注意ください。補足情報については、パートナー センターの

ダッシュボードをご確認ください。 

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点までアップロードできます 

(裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも含まれます)。 

• 昨年度のクラウド テクノロジーに関するマイクロソフト トレーニング ビジネスが顧客に与えた影響を説明してください。トレーニングの受講者

数とタイプ、貴社が利用したマイクロソフトのアセットとプログラム、包括的なトレーニング エクスペリエンスを提供するために貴社が開発ま

たは利用した追加リソースについて詳しく説明してください。  

• 貴社が直面した課題とその解決方法を回答してください (リモート トレーニングの提供に切り替えた、またはそのためのリソースを増やした

など)。 

• 貴社が継続的な影響を及ぼした顧客事例を具体的に挙げてください。トレーニングの受講者数と、その顧客に固有のソリューションの

導入プロセスを含めてください。必要に応じて、問題の定義、成功指標の定義、独創的なソリューションの設計と導入についても記述し

てください。  

 

 
Microsoft for Startups 

Microsoft for Startups パートナー オブ ザ イヤー アワードは、マイクロソフト テクノロジー (Azure、Power Apps、Microsoft 365) を活用した

革新的で独自性のあるソリューションを構築およびリリースした、国際的規模の B2B スタートアップ企業パートナー様に授与されます。また、マイ

クロソフトとのパートナーシップが他社より際立っていることも評価されます。  
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応募に際しては、対象のテクノロジーが実際の問題を解決し、マイクロソフト テクノロジーを基盤とし、Microsoft Go-To-Market リソースを利

用していることを実証してください。コマーシャル マーケットプレース プラットフォームを通じた IP 共同販売の成立、Azure 消費売上、課金売上

による商業的成功も評価されます。  

応募資格  

• 2021 年 1 月までに Cloud コンピテンシー (Cloud Platform、Cloud Productivity、Enterprise Mobility Management、Cloud 

Business Applications、Security、Small & Mid Market Cloud Solutions) で Gold レベルを取得しているか、Co-sell Ready オ

ファーのある ISV であること。 

• 優良な MPN パートナーであること (メンバーシップを更新している、会費を納めているなど)。 

• Microsoft for Startup プログラムに登録済み、または修了済みであること。 

• IP Co-Sell Ready オファーのステータスを取得していること。  

• Microsoft AppSource または Azure Marketplace にソリューションを１つ以上提供していること。 

• Microsoft Co-Sell プログラムを通じた顧客獲得実績があること。 

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点までアップロードできます 

(裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも含まれます)。 

• 応募に際しては、このノミネートの対象にしたいソリューションを挙げてください (販促用のスライドや、Azure Marketplace または 

AppSource の実際のリストへのリンクを含めてください)。 

• 貴社のソリューションがマイクロソフトのテクノロジーをどのように利用して、企業や産業の効率性、生産性、業績を向上させたかを説明し

てください (関連する事例を含めてください)。 

• 貴社のソリューションまたはサービスで利用しているマイクロソフト  テクノロジーとその方法を記述してください  (Dynamics、Power 

Platform、Microsoft 365、Microsoft Azure など)。 

• Microsoft for Startups プログラムが貴社のビジネスの構築と成長にどう役立ったかを説明してください。 

• Microsoft for Startups プログラムが貴社に与えた影響を具体的な数値で示してください (リード件数、顧客獲得数、新しい地域での

新規売上など)。 

 

 
Solution Assessments (ソリューション アセスメント)  

Solution Assessments (ソリューション アセスメント) パートナー オブ ザ イヤー アワードは、大きな顧客成果を実現するマイクロソフト ソリューショ

ン アセスメントの推進に一貫して取り組んでいるパートナー様に授与されます。 

応募に際しては、先進のデータ収集プラクティス (自社製またはサードパーティ製ツールを使用) とデータ分析プラクティスを用いて、顧客の環境

移行/最新化をサポートした事例を示してください。 

代表的な顧客のプロジェクトを挙げ、パートナー様が実施した顧客の既存環境の評価、移行/最新化の計画、マイクロソフト ソリューションの

採用促進、TCO やビジネス ケースの財務計画の提示、適正サイズのクラウドの推奨、移行/最新化による顧客のビジネス推進のサポートの

事例を示してください。 

応募に際しては、マイクロソフト ソリューション アセスメント プログラムを活用し、現地のマイクロソフト ソリューション アセスメント チームと協力し

て、マイクロソフトと効果的なエンゲージメントを築いていることを実証してください。  

  

https://partner.microsoft.com/en-us/membership/sell-with-microsoft
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応募資格 

• 2021 年 1 月までに Cloud コンピテンシー (Cloud Platform、Cloud Productivity、Enterprise Mobility Management、Cloud 

Business Applications、Security、Small & Mid Market Cloud Solutions) で Gold レベルを取得しているか、Co-sell Ready オ

ファーのある ISV であること。 

• 優良な MPN パートナーであること (メンバーシップを更新している、会費を納めているなど)。 

• ソリューション アセスメント パートナー プログラムが現在有効で、マイクロソフトが公開しているソリューション アセスメントのうち少なくとも 1 

つを提供予定であること。 

• 自社製データ検出/分析ツールの所有は任意。 

• サードパーティ製データ検出/分析ツールの認定取得は任意。 

• Azure Expert マネージド サービス プロバイダーや Azure Advanced Specialization パートナーでもあることが望ましい。 

• 提供したソリューション、業務、またはサービスに関するビジネス事例や参照情報もあることが望ましい。 

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点までアップロードできます 

(裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも含まれます)。 

• 顧客の当初の課題を説明してください。 

• 貴社がどのようにマイクロソフト ソリューション アセスメントを利用して、顧客の状況に対応し、ソリューションを判断したかを説明してくださ

い。  

• このプロセス中に貴社が課題に直面したかどうかと、直面した場合はどのように課題を克服したかを回答してください。 

• 顧客のインフラストラクチャの最適化につながった、貴社のサービスの具体的なメリットとビジネス インパクトを説明してください。 

• 貴社のサービスがクラウド採用の推進にどう役立ったかを説明してください。 

• マイクロソフト ソリューション アセスメントのクロスセルやアップセルを行うために、貴社が開発したソリューション アセスメントのビジネス プラ

クティスを説明してください (アプリケーション & インフラストラクチャ、アプリケーションの最新化、サイバーセキュリティなど)。 

• 他のパートナー (P2P) を利用、またはマネージド サービスとしてエンゲージメントを提供したかどうかと、これらを行った場合はその事例につい

て説明してください。 

• 裏付け文書と共に、検討対象となる追加のフィードバックを提示してください。 

 

Country/Region (カントリー/リージョン) パートナー オブ ザ イヤー アワード 

 
Country/Region (カントリー/リージョン)  

Microsoft 2021 Country/Region (カントリー/リージョン) パートナー オブ ザ イヤー アワードは、Microsoft Cloud ソリューションやサービスによ

り顧客への影響度と顧客満足度を向上させることで、顧客基盤および/または収益が大幅に成長したパートナー様を、国や地域ごとに表彰し

ます。応募に際しては、現地マイクロソフト オフィスとの効果的なエンゲージメントや、Microsoft Cloud サービスの有効利用によってビジネスの

収益性を高めるイノベーション、競争上の差別化、顧客価値を事業の利益につながる顧客への価値について実証してください。モダン ワーク

プレース、ビジネス アプリケーション、Azure のうち１つ以上のソリューション分野で、マイクロソフトに協力/連携していることも実証してください。

さらに、Cloud コンピテンシーまたは Data & Artificial Intelligence コンピテンシーで Gold レベルを取得しているか、Co-Sell Ready オファーの

ある ISV として、Microsoft Cloud ソリューション/サービスの推進能力があることも実証してください。 

応募資格 

• 優良な MPN パートナーであること (メンバーシップを更新している、会費を納めているなど)。 

  

https://partner.microsoft.com/en-us/membership/sell-with-microsoft
https://partner.microsoft.com/en-US/Licensing/software-asset-management
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• 2021 年 1 月までに Cloud コンピテンシー (Cloud Platform、Cloud Productivity、Enterprise Mobility Management、Cloud 

Business Applications、Security、Small & Mid Market Cloud Solutions) で Gold レベルを取得しているか、Data Analytics ま

たは Data Platform コンピテンシーで Gold レベルを取得しているか、Co-Sell Ready オファーのある ISV であること。パートナー様が自社

のソリューションやサービスで能力を実証する Microsoft Cloud テクノロジーに関連する Gold レベルの Cloud コンピテンシーと、ソリュー

ション分野を対応付けてください。Cloud コンピテンシーと該当するソリューション分野の対応関係は以下のとおりです。 

– ビジネス アプリケーション ソリューション分野に対応するコンピテンシー: Cloud Business Applications  

– モダン ワークプレース ソリューション分野に対応する Cloud コンピテンシー: Small and Market Cloud Solutions、Enterprise 

Mobility Management、Cloud Productivity のいずれか   

– アプリケーション & インフラストラクチャ ソリューション分野に対応するコンピテンシー: Cloud Platform  

• 過去 12 か月における市場での成功/成長を実証すること。 

• ソリューションまたはサービスが市場に投入されており、マイクロソフトのマーケットプレースまたは検証可能なその他の手段 (AppSource の

共同販売ソリューション検索など) から入手できること。   

要約 

以下の各項目を１つの要約にまとめて回答してください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を最大 3 点までアップロードできます 

(裏付けとなる URL は、要約または裏付け文書に含めてください)。要約は 8,000 文字以内にまとめてください (スペースも含まれます)。 

• 独自性のある商品を生むために、貴社のソリューションに最新リリースのマイクロソフト製品 (１つ以上) をどのように使用しているかを説

明してください。以下の点を踏まえて、ソリューションの独自性と革新性を示してください。 

– 貴社のサービスやソリューションによって対応したビジネス上の問題点や機会。 

– 顧客のビジネス上の問題点や機会の規模。 

– 市場において、他の競合サービスやソリューションと差別化できる点 (アワード受賞、報道記事、アナリスト レポートなどのリンクを

付けてください)。 

– 貴社のサービスやソリューションが該当するソリューション分野 (モダン ワークプレース、ビジネス アプリケーション、アプリケーション & 

インフラストラクチャ)。 

• 貴社のサービスやソリューションがもたらしたビジネスへの好影響 (投資利益 (ROI)、コスト削減、生産性向上、財務的影響、成長度な

ど) を数値で提示してください。 

• 現地マイクロソフト オフィスとのエンゲージメントの成功例を示してください。エンゲージメントの動機、現地マイクロソフト オフィスとのエン

ゲージメントまでの過程、および成果 (顧客獲得、テクノロジーの採用など) についても説明してください。参加スタッフの経験レベルや職

種も例示してください。 

• 最新リリースのマイクロソフト テクノロジーを貴社のサービスやソリューションに利用したことが、顧客獲得にどう役立ったかを説明してくださ

い。 

• 優れたカスタマー エクスペリエンスや顧客満足度を実証する外部参照またはデータ ソース (出版物、ベンチマーク、事例、動画、ホワイト

ペーパー、顧客の推薦状などのリンク) を提示してください。 

• この特定のサービスやソリューションを導入した顧客の数を記述してください。  

https://partner.microsoft.com/en-us/membership/data-analytics-competency
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/data-platform-competency
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/cloud-business-applications-competency#simple-tab-content-2
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/small-midmarket-cloud-solutions-competency#simple-tab-content-2
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/enterprise-mobility-management-competency#simple-tab-content-2
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/enterprise-mobility-management-competency#simple-tab-content-2
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/cloud-productivity-competency
https://partner.microsoft.com/en-us/membership/cloud-platform-competency

