マイクロソフト 2020 年度
MPN 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、マイクロソフト 2020 MPN 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。
応募期間
2020 年 2 月 27 日 0:01 (太平洋標準時間) から 2020 年 5 月 12 日 23:59 (太平洋標準時間、日本時間 5 月 13
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。
•

マイクロソフト 2020 MPN 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
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://partner.microsoft.com/inspire/awards) 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、かつ

•

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。 マ
イクロソフト 2020 MPN パートナー オブ ザ イヤー アワードの説明と質問
(https://partner.microsoft.com/inspire/awards)を参照してください。受賞企業および最終選考企業には、 2020 年
6 月上旬、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
2020 MPN 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:
Azure awards
AI and machine learning (AI および機械学習)
Application innovation (アプリケーション イノベーション)
Azure influencer(Azure インフルエンサー)
Data analytics(データ分析)
Data estate modernization (Data estate modernization)
Datacenter migration(データセンターの移行)
DevOps (DevOps)
Internet of Things (IoT)
Mixed reality(複合現実)
OSS on Azure (OSS on Azure)
SAP on Azure (SAP on Azure)
Business applications awards
Connected field service
Dynamics 365 business central (Dynamics 365 business central)
Intelligent sales & marketing
Modernize finance & operations (Modernize finance & operations)
Microsoft Power Apps & Power Automate (Microsoft Power Apps & Power Automate)
Microsoft Power BI (Microsoft Power BI)
Proactive customer service (Proactive customer service)
Industry awards
Automotive (オートモーティブ)
Education(教育)
Energy(エネルギー)
Financial services（金融サービス）
Government（行政）
Healthcare（ヘルスケア）
Manufacturing（製造）
Media & communications（メディア通信）
Retail（リテール）

Modern workplace awards
Apps and solutions for Microsoft Teams（ Microsoft Teams 向けアプリソリューション）
Calling and meetings for Microsoft Teams (Microsoft Teams の電話会議)
Modern endpoint management（モダンエンドポイントマネジメント）

Modern workplace for firstline workers（Modern workplace for ファーストラインワーカー）
Project & portfolio management（プロジェクト及びポートフォリオ 2020 管理）
Security and compliance（セキュリティとコンプライアンス）
Teamwork（Teamwork）
Other awards
Advisory services（アドバイザリーサービス）
Alliance global ISV（アライアンスグローバル ISV）
Alliance global SI

（アライアンスグローバル SI)

Commercial marketplace（コマーシャルマーケットプレイス）
Community Response（コミュニティーレスポンス）
Customer experience（カスタマーエクスペリエンス）
Digital transformation（デジタルトランスフォーメーション）
Diversity and inclusion changemaker（ダイバーシティ及びインクルージョン チェンジメーカー）
Indirect provider（インダイレクトプロバイダー）
Learning（ラーニング）
Microsoft for startups（Microsoft for スタートアップ）
Partner for social impact（社会的影響を与えたパートナー）
Solution assessment（ソリューション評価）
Surface Hub（Surface Hub）
Surface PC（Surface PC）
Country Partner of the Year (カントリー パートナー)
各アワードにつき、受賞企業は 1 社です。
各アワードにつき、(受賞企業以外の) 最終選考企業は最大で 3 社です (Country Partner of the Year を除く)
2020 年度マイクロソフト MPN 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レター
• 受賞者は デジタル Microsoft Inspire 2020 で表彰されます。
その他の応募条件

マイクロソフト 2020 MPN 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。かつ、
• 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。
かつ
• 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。かつ、
• 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、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://partner.microsoft.com/inspire/awards で発表されます。また、 2020 年 7 月 23
日以降 12 か月間、にも掲載されます。
本コンテストの主催者
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052
USA
ご不明な点がございましたら、マイクロソフト 2020 MPN 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。

