
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  

応募規定 

 

注: 本コンテストへの参加資格に関して、雇用主のポリシーを確認し、理解することは、各自の責任となります。雇用主のポリシーに反する場

合、アワードへの応募または受賞の資格を失う場合があります。この件で従業員と雇用主との間に生じる問題について、マイクロソフトは一切

の義務および責任を負いません。雇用主のポリシーに準拠する場合のみ、受賞の対象となります。 

 

公務員: マイクロソフトは、公務員の贈与と倫理に関する規定に従うため、事前の承認なしに公務員には応募資格はないものとします。マイ

クロソフトは、マイクロソフトのパートナーネットワークに登録されている政府機関および国営企業からのエントリーを検討します。ご不明な点は

potyasup@microsoft.com あてにメールをお送りください。 

 

本コンテストは米国内で行われ、応募情報は米国内のコンピューターに収集されます。本コンテストはワシントン州法に準拠し、貴社は、本コ

ンテストに起因するいかなる紛争についても、ワシントン州裁判所を専属管轄裁判所とすることに同意するものとします。 

 

本規定および以下の公式ルールに同意しない場合、本コンテストへの応募はご遠慮ください。 

 

本ルールで使用する主な用語 

 

以下は、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 (「本コンテスト」) プログラムの運営方法を管理する

公式ルールです。 

 

以下のルールにおける「弊社」および「マイクロソフト」とは、本コンテストの主催者である Microsoft Corporation を指します。「貴社」ならびに

「パートナー様」とは、参加資格を満たすコンテストの応募者を指します。 

 

本コンテストの概要   

 

本コンテストはスキルを評価します。   

 

本コンテストは、優れたソリューションを表彰することを目的としています。本コンテストでの「ソリューション」とは、(i) マイクロソフト テクノロジーの

最新バージョンを使用し、(ii) 顧客の問題を軽減する、または関連するビジネス課題を解決する製品アプリケーションまたは実装を指します。 

応募の際には、特定顧客へのソリューション実装の成功事例を説明し、そのソリューションが顧客にもたらしたビジネス価値を示す必要があり

ます。本コンテストでは、貴社が作成した各「ソリューション」を「エントリー」と呼びます。参加資格を満たす エントリーはすべて下記の基準に基

づいて審査され、下記のアワードの受賞企業 (Winner) が決定します。  

注: アワードに応募するソリューションの所有権が顧客にある場合は、本コンテストで受賞企業に選出されるための条件として、その応募ソリ

ューションを貴社やマイクロソフトのケース スタディで取り上げたり、そのケース スタディを販促、記事、デモなどの目的で使用することについ

て、貴社の顧客に同意していただく必要があります。顧客に同意する意思がない、同意できない場合、そのようなソリューションの本コンテス

トへの応募はご遠慮ください。 

  

mailto:potyasup@microsoft.com


応募期間   

 

2021 年 2 月 18 日 (太平洋標準時間) から 2021 年 4 月 21 日 23:59 太平洋標準時間(日本時間 4 月 22 日 15:59) までに応募し

てください。 

 

応募資格 

 

本コンテストに応募するには、応募時点で以下の要件を満たす必要があります。 

 

• マイクロソフト パートナー ネットワーク (MPN。旧マイクロソフト パートナー プログラム (MSPP) の積極的なメンバー企業で あり、有効な ID を

持つこと。また、Cloud コンピテンシーの Gold レベルを取得しているか、Co-sell Ready ISV MPN メンバーであること。かつ、  

o 18 才以上であるものの、居住地で未成年と見なされる場合は、本コンテストへの応募の前に親または法的保護者の許可を得てい

ること。かつ、  

 

•  キューバ、イラン、北朝鮮、スーダン、シリアのいずれの国の居住者でもないこと。かつ、  

     o 注: 米国の輸出規制により、キューバ、イラン、北朝鮮、スーダン、シリアへの物品およびサービスの輸出は禁じられています。そのため、

これらの国/地域の居住者に参加資格はありません。  

 

•  Microsoft Corporation またはマイクロソフト子会社の従業員でないこと。かつ、  

 

•  本コンテストの運営、実施に関わっていないこと。かつ、  

 

•  Microsoft Corporation の従業員、マイクロソフト子会社の従業員、または本コンテストの運営/実施関係者の近親者 (親、兄弟、配

偶者、子) または家族でないこと。  

 

上記の地域以外でも、別の理由で法的に禁止されている地域では、本コンテストは無効です。  

 

エントリーが参加資格を満たすための条件  

 

エントリーが審査対象となる資格を得るには、内容/技術面で以下の要件を満たす必要があります。  

  

•  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 アワードのサブミッション ツールを使用して応募すること  

•  英語で応募すること (開発されたソリューションの言語は問いませんが、応募は英語で行う必要があります)  

•  1 社以上の民間企業顧客を対象に、過去 12 か月内で市場での成功/成長を示したソリューションであること  

•  主にマイクロソフトのソフトウェアやハードウェアを使用して開発したソリューションであること  

 

一部のアワード カテゴリーは、特に制限がなく、すべての応募希望企業がエントリーを提出できますが、多くのカテゴリーには、前提となるマイク

ロソフト コンピテンシーの取得など、厳しい応募条件があります。応募希望企業は、アワードの詳細な説明と応募資格を確認することができま

す。アワード サブミッション ツールから応募する回答は機密事項として扱われ、パートナー様の同意なく公開されることはありません。  



  

上記以外に、以下の要件があります。     

 

•  エントリーが貴社独自の取り組みであること。かつ、  

•  応募に必要な同意、承認、ライセンスをすべて得ていること。かつ、  

•  他の人物または企業の商標、楽曲、ロゴ、名前、画像を書面による同意なく使用することにより、エントリーがその人物または企業の権

利を侵害していないこと   

  

 

弊社の単独かつ絶対的な裁量により、エントリーは次の内容を含まないものとします。  

  

•  露骨な性描写、暴力、特定の民族、人種、性別、宗教、職業、年齢層に対する軽蔑、冒涜、またはわいせつな表現  

•  アルコール、違法薬物、たばこ、銃器/武器 (またはこれらの使用)、特定の政治的目標の奨励  

•  非常識または不快な内容 • 他の人物または企業に関する名誉毀損、虚偽表示、中傷  

•  弊社が連想させたい肯定的イメージや善行とは矛盾するメッセージやイメージの伝達、違法行為  

  

弊社は、単独かつ絶対的な裁量で、上記の基準を満たさないと判断したエントリーを拒否する権利を保有するものとします。 

 

エントリーの使用目的 

 

弊社は、以下に規定する目的以外に、貴社のエントリーの所有権を主張しないものとします。ただし、応募により、貴社が以下の項目に同

意したものと見なします。  

 

• 貴社は、次の行為を行う世界的な権利およびライセンスを、取り消し不能な方法かつ使用料無料で弊社に付与するものとします。

(i) 本コンテストの貴社のエントリーとそのすべての内容を使用、審査、評価、テスト、または他の方法で分析する (ii) マーケティング、

販売、宣伝活動 (社内外の販売会議、カンファレンスでのプレゼンテーション、展示会、 マーケティングおよび広告資料、プレス リリー

スでのスクリーン ショットなど) に関連して、貴社、貴社の従業員、貴社エントリーとそのすべての内容を (既知の、または将来開発さ

れる) すべての媒体で取り上げる   

• 上記で貴社が付与した権利を弊社ならびに弊社の被指名人が行使するために必要となる書類に貴社は署名するものとします。  

• 貴社は、貴社の応募内容と類似するか、同じ内容をマイクロソフトが開発または委託済みである可能性を理解して受け入れ、貴社

のエントリーとの類似に起因する請求を放棄するものとします。  

• 貴社は、応募の過程で弊社の担当者に情報を開示することになることや、エントリーの内容を弊社担当者が記憶する可能性がある

ことを、弊社では制御できないことを理解するものとします。また、貴社のエントリーにアクセスした担当者の業務を弊社が制限しない

ことも理解するものとします。本コンテストに応募することにより、弊社担当者の記憶に自然に残った情報が弊社の製品やサービスの

開発/展開に使用された場合でも、本契約書上、著作権法あるいは営業秘密法上の責任が弊社に発生しないことに貴社が同意

したものと見なします。  



• 本公式ルールに規定された目的以外で貴社のエントリーが使用された場合、貴社がその代償を受けたり、功績を認められたりするこ

とはないことを理解するものとします。  

  

本コンテストの終了後、貴社のエントリーの詳細をコンテストの Web サイトに掲載し、訪問者が参照できるようにする場合があります。Web 

サイトの訪問者によるエントリーの無断使用について、弊社は責任を負いません。弊社は以上の権利を保有するものの、貴社のエントリーが

受賞した場合でも、そのエントリーをいかなる目的でも使用する義務は負いません。  

  

貴社のエントリーに関する以上の権利の付与を望まない場合、本コンテストへの応募はご遠慮ください。 

 

応募方法 

本コンテストに参加するには、コンテストの Web サイト https://aka.ms/POTYA)にアクセスして、指示に従ってオンライン エントリー フォームに

入力し、提出する必要があります。エントリーの提出もここで行います。  

いずれのカテゴリーでも、複数のエントリーを提出することができます。また、複数のカテゴリーで最終選考企業 (Finalist) や 受賞企業 

(Winner) に選ばれることがあります。  

弊社は、いかなる理由であれ、受け取っていないエントリーや、受け取ったものの何らかの理由により判読できないエントリー には責任を負いま

せん。  

以下のエントリーは、自動的に資格を失います。  

• 不完全または判読不可能なエントリー  

• 貴社から送信されたものの、上記のエントリー制限を超えているエントリー 

 

最終選考企業および受賞企業の決定とアワード 

 

応募期間終了後、審査委員会は、下記の審査基準に基づいて、資格を満たしているすべてのエントリーを審査し、 Global Awards の最終

選考企業を最大 3 社決定し、下記のコンテスト アワードごとに受賞企業 を 1 社選出します。 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 アワードの説明と質問 https://aka.ms/POTYAを参照してください。受賞企業および最終選考企業には、 2021

年 6 月に応募時に記載した電子メール アドレス、電話番号、または郵送先住所 (記載のある場合) に連絡いたします。その際、アワード プロ

グラムへの参加に同意する必要があります。参加確認の連絡は 3 回行います。3 回で連絡がつかない場合、次点の最終選考企業に連絡

し、参加を確認します。なお、受賞企業または最終選考企業として参加 に同意することは、Microsoft Inspire Conference に出席しなけ

ればならないという意味ではありません。 

Microsoft Inspire Conference への出席を決定した最終選考企業、受賞企業、またはその招待客は、出席に関連する登録料、旅費、

個人的費用をすべて負担するものとします。  

 

コンテストのアワード 

https://aka.ms/POTYA
https://aka.ms/POTYA


 

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 アワードの賞は以下のとおりです。 

 

Global awards: 

各賞には 1 社の受賞者と賞が付けられます。 各グローバルアワードには、最大 3 社の準優勝者が指名されます。（その年の国/地域パートナ

ーは除く）  

 

Azure awards 

AI  

Analytics 

Cloud Native App Development 

Internet of Things 

Migration to Azure 

Mixed Reality 

Modernizing Applications 

OSS on Azure 

Rising Azure Technology 

SAP on Azure 

 

Business Applications awards 

Dynamics 365 Business Central 

Dynamics 365 Commerce 

Dynamics 365 Customer Insights 

Dynamics 365 Customer Service  

Dynamics 365 Field Service  

Dynamics 365 Marketing 

Dynamics 365 Sales 

Dynamics 365 Supply Chain Management & Finances 

Power Apps & Power Automate  

Power BI  

 

Industry awards 

Automotive（オートモーティブ） 

Defense & Intelligence（国防情報局） 

Education（教育） 

Energy（エネルギー） 

Financial Services（金融サービス） 

Government（行政） 

Health（ヘルスケア） 

Manufacturing（製造） 

Media & Communications（メディア通信） 

Nonprofit（非営利団体） 

Retail & Consumer Goods（小売り及びグッズ） 

 



Modern Work & Security awards 

Apps & Solutions for Microsoft Teams 

Device 

Employee Experience 

Meetings, Calling & Devices for Microsoft Teams   

Modern Endpoint Management  

Modern Workplace for Frontline Workers 

Modern Workplace for SMB 

OEM Device Distributor/Reseller 

Project & Portfolio Management 

Security 

Surface Hub Reseller 

Surface PC Reseller 

 

Social Impact awards 

Community Response 

Inclusion Changemaker 

Sustainability Changemaker 

 

Business Excellence awards 

Advisory Services 

Commercial Marketplace 

Customer Experience 

Global System Integrator 

Global System Integrator Digital Transformation  

Global Independent Software Vendor (ISV) 

Indirect Provider 

Learning  

Microsoft for Startups 

Solution Assessments  

 

Country/Region partner of the year awards（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） 

 

参加国または地域ごとに、1 社の受賞者と賞が選ばれます。  

 

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  

• 受賞企業または最終選考企業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 

• 受賞企業および最終選考企業へのマイクロソフトの主要幹部からの祝賀メッセージ 

 

その他の応募条件  

 



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 アワードのサブミッション ツールで応募の際、[Accept Rules] ボタンを

クリックすると、以下の条件に同意することになります。  

 

• 貴社は、本公式ルールを順守する。 

• 貴社は、本コンテスト、または受賞によって発生した、またはそれらに関連して発生したいかなる種類の責任、損傷、損害に関して、マイ

クロソフトおよびその親会社、子会社、関連会社、従業員、代理業者の義務を免除し、免責する。 

• マイクロソフトの決定は最終であり、本コンテストに関するすべての事項を拘束する。 

• マイクロソフトは、法で禁じられている場合を除き、本コンテストとの関係で、貴社の名称と所在地を、貴社への支払いまたは報酬を伴

うことなくオンライン、印刷物、またはその他の媒体で使用することができる。 

• 最終選考企業は、記事作成または宣伝のために必要な追加資料を用意し、2021 年度マイクロソフト パートナー オブ ザ イヤー アワード

の宣伝に協力するものとする。追加資料は、スクリーン画像、開発チームの写真、会社のロゴ (ディスク上および高解像度のプリントアウ

ト)、動画を含み、それらに限定されない。 

 

本コンテストの準拠法  

  

本コンテストはワシントン州法に準拠し、貴社は、本コンテストに起因するいかなる紛争についても、ワシントン州裁判所を専属管轄裁判所と

することに同意するものとします。 

 

不測の事態が発生し、本コンテストを予定どおりに運営できない場合の対応 

 

何者かによって不正行為が行われた場合、またはウイルス、バグ、災害、または合理的に予測または制御できないその他の不測事態 (不可

抗力ともいう) が本コンテストの公平性または信頼性に影響を及ぼす場合、弊社は、本コンテストを中止、変更、または延期する権利を保有

するものとします。この権利は、事態の原因が人的または技術的エラーであるかどうかに関係なく、保有されるものとします。本コンテストの信

頼性を回復する解決策が見つからない場合、弊社は、本コンテストを中止、変更、または延期する前に受領した参加資格を満たすすべての

エントリーから受賞企業を選出する権利を保有するものとします。  

  

貴社がハッキングまたは何らかの不正/詐欺行為によって本コンテストの信頼性または合法的運営を損なう試みを行った場合、法律で認めら

れた最大限の範囲で、弊社は貴社に損害賠償を求めることができます。さらに、弊社は今後運営するコンテストへの貴社の参加を禁止でき

るものとします。公正な応募をお願いいたします。 

 

受賞企業の発表 

 

受賞企業は https://aka.ms/POTYA で発表されます。また、 2021 年 7 月の公式発表以降 12 か月間掲載されます。 

 

本コンテストの主催者 

 

Microsoft Corporation 

One Microsoft Way 

https://aka.ms/POTYA


Redmond, WA 98052 

USA 

  

ご不明な点がございましたら、 2021 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 アワードチーム までメールでお問い合わせくださ

い。回答には 2 営業日ほどかかることがありますのでご了承ください。 

mailto:potyasup@microsoft.com

