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はじめに
マイクロソフト テクノロジーを基盤に構築され、共通の顧客にメリットをもたらす、パートナーの皆様のソリューション
を紹介するさまざまなアワード オプションをご提供できることを非常に喜ばしく思います。これらのアワードは、パート
ナー様のコンピテンシー、クラウド テクノロジー、起業家精神での卓越性についてその成功とイノベーションを祝福
し、同時に、公的機関と慈善団体分野でパートナー様があげた優れた業績を紹介します。カントリー パートナー
オブ ザ イヤー アワードは、前回と同様、世界で 100 か国以上の国で成功を収めているパートナー様を表彰しま
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
2020 年度 MPN 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、より多くの顧客に知っていただけるだけで
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。
2020 年度 MPN マイクロソフト 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および質問を事前にご確認いただき、応募の準備を念入りに行ってくだ
さい。
ご応募はこちらから: アワード サブミッション ツール
応募締切: 2020 年 5 月 13 日 (水) 15:59 (日本時間) まで※
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※締切直前はアワード サブミッション ツールに不具合が発生する可能性がありますので、応募締切日の前日ま
でに お申込みいただくことをお勧めいたします。
※応募締切後の応募はできませんので、ご了承ください。

応募準備の手順
2020 年度 MPN パートナー オブ ザ イヤー アワードへの応募準備を開始するには、以下に説明いたします手順
をご確認いただき、4 つのステップに従ってください。
ステップ 1: MPN パートナー オブ ザ イヤー アワード応募規定
ステップ 2: MPN パートナー オブ ザ イヤー アワード応募規定、MPN パートナー オブ ザ イヤー アワードよく寄せら
れる質問、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 3: 貴社が応募資格を満たしていることをご確認ください。該当するマイクロソフト 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うえ、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、貴社事業に沿ったいずれのアワードでも応募することができます。
ステップ 4: 本アワード ガイドラインを確認して貴社が応募するソリューションの対象アワードを探し、応募に必要
な回答を作成します。
• 特定のアワードをご覧になるには、目次より各アワードへリンクをしていますので、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 項目を
ご確認ください。
• それぞれの項目ごとの回答可能な文字数は、ツール上 8,000 文字以内でまとめてください。アワード サ ブミッ
ション ツールを使用してアップロード プロセスを開始する前に、応募を仕上げ、編集し、オンライン で提出できる
ようにしておくことをお勧めします。
ステップ 4: 2020 年 2 月 27 日(木)以降 (日本時間) にこちらからアクセスできる「アワード サブミッ ション ツー
ル」経由で、英語で貴社ソリューションを応募してください。アワード サブミッション ツールのご利用方法 はこちらを
ご参照ください。
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• すべての応募は、2020 年 5 月 13 日 (水) 15:59 (日本時間) までに送信していただく必要があります。 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 サブミッション ツールで回答を送信いただく際、対象となる分野のアワード カテゴリーごとに回答 を送
信していただく必要があります。
• 応募資料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。
ご不明な点がございましたら、マイクロソフト MPN 2020 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。
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Azure awards
AI and Machine Learning (AI および機械学習)
AI、データ、クラウドが業界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
がその事業の全面にわたって AI を適用し、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。詳しい業界知識、地理的な影響力、実装に関する専門性を備えたパートナーが、AI を現実的にビジネスに活
用するには欠かせません。
このアワードは、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。
•

第一に、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する

•

第二に、AI によ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する

•

第三に、ナレッジ マイニングを応用して文書に潜むインサイトを明らかにする

応募の際には、パートナー様がマイクロソフトと共に AI 化を加速し、事業、技術および倫理上の成熟を図りながら、顧客
の重要な問題を解決した、あるいは顧客の成功事例を通じて明らかになるビジネス価値を段階的に生み出した事例を示
する必要があります。概要としては、以下の要素を備えている必要があります。
•

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、差別化につながるバリュー プロポジションを展開し、対
応 可能な最大の市場規模を獲得

•

AI アプリおよびエージェント、機械学習およびナレッジ マイニングのシナリオで Azure AI のプラットフォームまたは
サービスを使用して、Azure AI ソリューションを稼働環境に実装

•

顧客が基幹業務 (LOB) シナリオまたはビジネス課題を解決できるように支援

•

再現可能な水平方向または垂直方向の IP/サービスを構築して市場における主導的立場を示し、顧客の裏
付 けもある • デジタル/AI/ビジネス トランスフォーメーションを促進し、顧客に対して経済的または業績にプラスの
影響をもたらす

•

AI シナリオでイノベーションを推進する。たとえば、資産の監視による効率向上、業務効率の改善によるイノベー
ションの推進、高度なデータ分析機能を使用して新しいビジネス モデルと収益源で事業変革など

•

具体的な顧客事例。ソリューションの実装が与えたビジネス インパクトを示す重要業績指標 (KPI) の提示

応募資格:
•

2020 年 1 月までに Cloud コンピテンシーの Gold レベルを取得しているか、Co-sell ReadyISV であること
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要約: 以下の全項目を 1 つの要約にまとめてください。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、URL
リンク及びサポートサマリー(8,000 文字制限)をアップロードできます

1. 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および問題について具体的に 説明
してください。その際、顧客のビジネス課題や懸念事項、ソリューション導入前/後の違いを説明してください。 以下の内容
を含めてください。
a.

顧客の名称またはその他の関連情報

b. 業界またはドメインにおけるソリューションやサービスの価値
c.

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

d. 顧客のビジネス上の問題 e. 貴社のソリューションは業界/業界横断によるどのような利用シナリオに対応できます
か? (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)
e.

AI ソリューションで使用された具体的デバイスおよびセンサーは何ですか? 使用されたデバイス/センサー数 はどれだ
けですか?

f.

どのようなデータを収集・分析しましたか?

g. AI についてどんな倫理原則を採用していますか?
2. ソリューションに含まれている Microsoft Azure サービスおよびテクノロジーを記載してください。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) とテクノロジーを説明してください。
3. 貴社のソリューションのメリットとビジネス インパクトを説明してください。以下の内容を含めてください。
a.

貴社のソリューションがどのように顧客のビジネスにインパクトを与えましたか (より競争力が高まったか)? ROI (投資
効果) の詳細な数値 (コスト削減、生産性向上など) も提供してください。

b. ビジネス価値をどのように向上させましたか? (たとえば収益増加、コスト削減、オペレーショナル インテリ ジェンスな
ど)
c.

顧客に対する価値実現までの時間はどのくらいですか? その例を示してください。

4. このソリューションは、特定の顧客に限定されますか? それとも再現可能で、より広範な市場に影響を及ぼします か?
a.

AI ソリューションを導入した主な業種を提示してください。どのようにして業種拡大を図ることができると 考えていま
すか?

b. このソリューションを他の業種に適用できるでしょうか? その場合、その方法や戦略を説明してください。
c.

優れた顧客体験や顧客満足の証拠となる外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、ビデオ、顧客 の推薦状
など) をアップロードまたはリンクを提示してください。
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Application Innovation (アプリケーション イノベーション)
顧客のデジタル イノベーション戦略を常に変革しながら、マイクロソフトのアプリケーション開発、データ、AI プラットフォーム機
能に基づくソリューションの提供において実績を残したパートナー様に授与されます。応募に際しては、顧客のビジネス課題
に関する深い理解を示し、新たな開発アプローチおよび業務の採用を促したことを示す必要があります。ソリューションは、
Microsoft Azure をベースとし、人工知能、Cognitive Services、機械学習、IoT (Internet of Things、モノのインター
ネット)、ブロックチェーン、拡張/仮想/複合現実など、さまざまな新しい技術を組み合わせて利用することも要求されます。
パートナー様は、アプリケーション イノベーションに対する投資が顧客のビジネスにおける重要な側面の変革を支援したことを
示せるような、ビジョナリーとしての考え方が表れている顧客事例を提示する必要があります。必須ではありませんが、最新
化のビジネスチャンスをとらえることも重要です。Microsoft Azure プラットフォームを利用して顧客がレガシー ソリューションに
改良を加え、顧客のコンシューマーや従業員のビジネス価値を大幅に高めることが評価されます。
アプリ イノベーション ソリューションでは、以下の機能が重要です。
•

独自のユーザー エクスペリエンスを提供することで、デバイス間でのシームレスな体験を実現する。

•

理想的には、IoT または拡張現実/仮想現実の分野、あるいはエッジでのアプリケーション体験の事例でイノベー
ションを示構造化データと非構造化データを利用し、ホット パス データ ソースとコールド パス データ ソースを通して
リアルタイム レコメンデーションを行う

•

人工知能を利用してユーザー エクスペリエンスを向上させる

•

DevOps のベストプラクティスに基づいて開発したアプリ

応募資格:
•

2020 年 1 月までに Gold レベルを取得しているか、Co-sell Ready の SI または MSP であること。コンピテンシー
は、Application Development、Application Integration、DevOps、Cloud Platform のいずれか 1 つ以 上で
あること。注:Cloud コンピテンシーの要件の判断では、Co-sell Ready の方が重視されます。

要約: 以下の全項目を 1 つの要約にまとめてください。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、URL
リンク及びサポートサマリー(8,000 文字制限)をアップロードできます。
•

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および問題について具体的に 説
明してください。 その際、顧客のビジネス課題や懸念事項、ソリューション導入前/後の違い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、使用した製品 (バージョンも含む) とテクノロジーについて説明 して
ください。
•

マイクロソフト テクノロジーを貴社のソリューションに取り込んだことで、貴社の成長またはクラウドへの移行をどの
ように促進しましたか? それは、どのように技術面およびビジネス面で競争の勝利に貢献しましたか?
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•

このソリューションは、特定の顧客に限定されますか? それとも、より広範な市場への可能性がありますか? 再現
可能なアプローチで優れた顧客体験や顧客満足の証拠となる外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、ビ
デオ、顧客の推薦状など) をアップロードまたはリンクを提示してください。
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Azure Influencer (Azure インフルエンサー)
Amazon Web Services や Google Cloud Platform を利用していた顧客が Azure Cloud プラットフォーム ソリューショ
ンの導入を検討する際に影響力を及ぼすことによって、マイクロソフトに卓越したビジネス価値を提供する活動で優れた実
績をあげたパートナー様に授与されます。応募に際しては、顧客の主要ビジネスにとってイノベーション、差別化、価値の向
上につながり、再現性と移植性のあるソリューションを示す必要があります。競合他社のプラットフォームから Azure に移行
するソリューションを応募できます。
応募資格:
•

2020 年 1 月までに Cloud Platform コンピテンシーの Gold を取得しているか、Co-sell Ready ISV であること

•

MPN パートナー様 (更新、支払いなどが完了している MPN メンバー) であること

•

パートナー様が、顧客の AWS または Google Cloud Platform への乗り換えに影響力を及ぼしていること

•

Microsoft FastTrack や、Microsoft Cloud Solution Provider プログラム (CSP) などのマイクロソフト パート
ナー インセンティブや各種プログラムに参加していることが望ましい
Microsoft パートナー センターの最新のマーケティング プロファイルを保有していること (該当する場合)

•

要約 (必須): 以下の全項目を 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を裏付ける文書を 3 点まで、
URL リンクを 1 点、アップロードできます。字数制限は 8,000 字です (スペースを含む)。
•

顧客のニーズや課題

•

顧客がどのように AWS または GCP を使用していたかについての説明

•

設計した Azure ソリューションについて、また顧客が現行で使用している AWS または GCP ソリューションのどの部
分を Azure に移行したかについての説明

•

ソリューションを Azure に移行する際に要した取り組みの時間とレベルに関する説明

•

Azure プラットフォームで提供したソリューションの競争優位
o

顧客の意思決定プロセスについて具体的に説明すること

o

Azure が選択された理由と、Azure での導入決定の動機となった主な競争優位について具体的に説明す
る

•

ソリューションが顧客の主要ビジネスに与えた影響 o 与えたメリット • ソリューションの再現性、移植性、広範な市
場への可能性
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Data Analytics (データ分析)
Azure ベースの Data and Analytics 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。マイクロソフトのビッグ デ
ータ分析サービス (HDInsight、SQL Data Warehouse、Azure Databricks、Data Lake Analytics) を 1 つ以上統合
し、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、展開して顧客ニーズを満たすことが求められます。受賞
するには、Azure を使用して顧客のビジネス課題を迅速に解決する事例を示す必要があります。ソリューションのアーキテク
チャには、バッチまたはストリーミング 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、消費は必
須です。

応募資格:
•

2020 年 1 月までに Data Platform コンピテンシー、 Data Analytics competency の Gold レベルを取得している
か、または Co-sell Ready ISV であること

•

MPN パートナー様 (更新、支払いなどが完了している MPN メンバー) であること

•

マイクロソフトのビッグデータ分析サービス (HDInsight、SQL Data Warehouse、Azure Databricks、Azure Data
Lake Analytics) を 1 つ以上活用する、Co-sell Ready の IP/ISV アプリケーションを使用していること

要約: 以下の全項目を 1 つの要約にまとめてください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を 3 点まで、URL リ
ンクを 4 点、アップロードできます。以下の内容を含めてください。
• 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および問題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懸念事項、ソリューション導入前/後の違いを説明してください。以下の内容を含めてください。
o 顧客の名称またはその他の関連情報 o 顧客のビジネス上の問題
o 貴社のソリューション/サービスの主な顧客メリットとビジネス インパクト (コスト削減、収益増加など)
o 顧客が自社ソリューションにマイクロソフトのビッグデータ分析プラットフォームまたはサービスを選択した理 由をビジ
ネス面と技術面から説明してください。
o どのようなデータを収集・分析しましたか?
• アーキテクチャ。使用した製品 (バージョンも含む) とテクノロジーについて説明してください。ソリューションのアーキテク チャに
は、バッチまたはストリーミング 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 費は必須で
す。
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Data Estate Modernization (Data Estate Modernization)
マイクロソフトのデータ プラットフォームを基盤にした、優れた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。高可用
性、 ハイパフォーマンス、高拡張性に重点を置いた、ミッション クリティカルなアプリケーション用、または、SQL Server およ
び/ま たは Azure Data サービス セットを使用したハイブリッド アプリケーション用のオンプレミスおよび Azure でマイクロソフ
ト データ プラットフォームの先端機能を活用したソリューションで、顧客の能力を高める必要があります。このソリューション
は、ミッ ション クリティカルな環境で Microsoft SQL Server 2016/2017 のエンタープライズ エディションおよび/または
Azure Data サービス (SQL DB、Cosmos DB または MySQL/Postgres/MariaDB のいずれか 1 つ) を活用している必要
があります。 旧バージョンの最新化、競合他社のソリューションからの移行に顧客を導いた商談も評価されます。
応募資格:
•

2020 年 1 月までに Data Platform コンピテンシーの Gold を取得しているか、Co-sell Ready ISV であること

•

MPN パートナー様 (更新、支払いなどが完了している MPN メンバー) であること

•

マイクロソフトのデータ プラットフォームを利用した Co-sell Ready IP/ISV アプリケーションを持つこと

要約 (必須): 以下の全項目を 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を裏付ける文書を 3 点まで、
URL リンクを 1 点、アップロードできます。字数制限は 8,000 字です (スペースを含む)。
1. 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および問題について具体的に 説明
してください。その際、顧客のビジネス課題や懸念事項、ソリューション導入前/後の違いを説明してください。 以下の内容
を含めてください。
a. 顧客の名称またはその他の関連情報
b. 顧客のビジネス上の問題
c. 貴社のソリューションが提供した価値 (例: コスト削減、データ ガバナンスの改善、パフォーマンスの向上、 クラウドへの
移行)
2. ソリューションに含まれているオンプレミスおよび Microsoft Azure Data サービスおよびテクノロジーを記載してください。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) とテクノロジーを説明してください。
3. 貴社のソリューションのメリットとビジネス インパクトを説明してください。以下の内容を含めてください。
a. 貴社のソリューションがどのように顧客のビジネスにインパクトを与えましたか (より競争力が高まったか)? ROI (投資効
果) の詳細な数値 (コスト削減、生産性向上など) も提供してください。
b. オペレーショナル インテリジェンスをどのように向上させましたか?
4. このソリューションは、特定の顧客に限定されますか? それとも再現可能で、より広範な市場に影響を及ぼしますか?
a. 貴社のソリューションが適用される具体的な顧客シナリオ
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b. このソリューションを他のシナリオに適用できるでしょうか? できる場合、その方法を説明してください。
c. 優れた顧客体験や顧客満足の証拠となる外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、ビデオ、顧客 の推薦状な
ど) をアップロードまたはリンクを提示してください。
d. 具体的な顧客事例。ソリューションの実装が与えたビジネス インパクトを示す重要業績指標 (KPI) の提示
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Datacenter Migration (データセンターの移行)
エンタープライズ クラスの顧客企業がクラウドへ移行するのを加速するアプリケーションやサービスの提供で優れた実績をあげ
たパートナー様に授与されます。応募に際しては、顧客が既存の環境を評価し、移行や最新化を計画するのを支援するこ
とによって、パートナー様の大規模な Azure の採用を促し、最終的に業績改善、顧客価値の向上、企業の事業推進を
可能にしたという事例が必要です。
ソリューションは、以下の分野でベスト プラクティスを示せるものでなければなりません。
• 既存のアプリケーションおよびインフラストラクチャ サービスのインベントリ
• Azure に移行または最新化する、インベントリのアプリケーションおよびサービス機能の評価
• 大規模な移行
• 大規模な 最新化 • 大規模なデータセンター移行のプロジェクト管理により、プロジェクトを納期どおり、予算内で達成

応募資格:
•

2020 年 1 月までに 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 であること

•

MPN パートナー様 (更新、支払いなどが完了している MPN メンバー) であること

•

１つ以上のサーバー移行用にタグ付けされた OCP カタログの所持

要約 (必須): 以下の全項目を 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を裏付ける文書を 3 点まで、
URL リンクを 1 点、アップロードできます。字数制限は 8,000 字です (スペースを含む)。
1. データセンターの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
および問題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懸念事項、ソリューション導 入前/後の
違いを説明してください。以下の内容を含めてください。
o 顧客の名称またはその他の関連情報
o 顧客のビジネス上の問題
o 移行後の 1 年ごとの Azure の消費
2. プロジェクトに含まれている Microsoft Azure サービスおよびテクノロジーを記載してください。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) とテクノロジーを説明してください。
3. 貴社のプロジェクトのメリットとビジネス インパクトを説明してください。以下の内容を含めてください。
o 貴社のプロジェクトがどのように顧客のビジネスにインパクトを与えましたか (より競争力が高まったか)? ROI (投資
効果) の詳細な数値 (コスト削減、生産性向上など) も提供してください。
4. このプロジェクトは、特定の顧客 1 社に限定されますか? それとも、より広範な市場への可能性がありますか?
o Azure プロジェクトを実施した主な業種を提示してください。どのようにして業種拡大を図ることができる と考えてい
ますか?

15
応募締切: 2020 年 5 月 13 日 (水) 15:59 (日本時間) まで

o この以降アプローチを他の業種に適用できるでしょうか？ その場合、その方法や戦略を説明してください。
o 優れた顧客体験や顧客満足の証拠となる外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、ビデオ、顧客 の推薦状
など) をアップロードまたはリンクを提示してください。
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DevOps (DevOps)
優れたソフトウェアを作成するために、またはソフトウェアの作成をサポートするために、マイクロソフトの開発者ツールやプラット
フォームと合わせて、人材、プロセス、開発ツール、プラットフォームを活用し、最新アプリの提供で優れた実績をあげたパート
ナー様に授与されます。応募の際には、Azure を基盤にした革新的アプリの設計や作成のサポートを通して及ぼした、顧
客のビジネスへの多大な影響が評価されます。Azure に基づくサードパーティの DevOps ソリューションを含めることもできま
す。
応募資格:
•

2020 年 1 月まで Could Platform コンピテンシーの Gold レベルを取得しているか、Co-sell Ready ISV である
こと

•

MPN パートナー様 (更新、支払いなどが完了している MPN メンバー) であること

•

DevOps コンピテンシーを取得していること (Gold または Silver)

要約 (必須): 以下の全項目を 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を裏付ける文書を 3 点まで、
URL リンクを 1 点、アップロードできます。字数制限は 8,000 字です (スペースを含む)。

独自のアプローチをとる特定顧客の DevOps プロセスをどのように発展/加速させたかを説明し、貴社のソリュー ションのビ
ジネス インパクトを明らかにしてください。説明には以下の結果を記載してください。
• (該当する場合) DevOps ツールチェーン、開発上の課題、障害、機会の喪失など、サービスを提供する前から存在す
る顧客の課題について説明してください。次に、ソリューション提供後に顧客の事業環境や業務プロセスにどのように変
化が生じたかを説明してください。可能であれば、具体例を示してください。
• 顧客に提供した DevOps 固有のソリューションとサービスについて説明してください (顧客に対して何を実行しまし た
か?)。Azure DevOps、GitHub、Terraform、Ansible またはサードパーティの DevOps ソリューションのうち、ど のテクノ
ロジーが含まれていますか? (使用したテクノロジーを列挙してください)。
• スピード、品質、導入、アップタイムの大幅な改善、コスト削減および組織的な障害の緩和、顧客満足の向上な ど、
ビジネス面および開発面でのインパクトを通じて、チーム コラボレーション、プロジェクト計画、品質管理、ソフト ウェア テス
ト、アジャイル計画、自動化といった観点でこの分野が顧客にもたらすインパクトを説明してください。
• DevOps が顧客のデジタル トランスフォーメーション全体をどのように推進したかを説明してください。貴社のソ リューショ
ンは、顧客のアプリケーションの最新化戦略にどのように影響しましたか? それは、他の Azure プラット フォーム サービス
(Azure Kubernetes Service、Azure Functions)、または Azure AI/ML サービス、Azure IoT サービスの利用をどのよ
うに奨励しましたか?
• このソリューションに向けたソフトウェア開発のインパクトを示す証拠を提示してください (数値、成果、変化)。 • このソリ
ューションは再現可能ですか? この取り組みの成功を、同じような課題を抱える他の顧客にどのように広げ たのか、説明
してください。
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Internet of Things（IoT）
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、 Open Source IoT デバイスおよびエッジ デバイス) を基盤にした IoT (Internet of Things、モノのインターネット) 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、または新し
いデ バイスから取得した信号や未加工データを使用して、自身とその顧客の業務効率を改善し、ビジネス モデルを変革し
て、 新しい収益源を生み出します。非常に有効な洞察を明らかにし、企業が行動を起こすことができるよう支援します。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 ムをゼロにしたりすることが可能になるため、企業は業績を急速に伸ばすことができ、最終的には業績改善、顧客価
値の 向上を実現できます。Windows プラットフォームを基盤に IoT ソリューションを構築すれば、セキュリティ強化のための
直感 的なアップデート サービス、使い慣れた UWP、そして統合型 Azure IoT のベスト サポートと Azure IoT Edge のサポ
ートも 実現できます。応募の際には、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 の事前構成された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、Azure の導入を促進した事例を示す必要があります。
• 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 の事前構成された ソリュー
ションを使用した 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
稼働環境に実装していること
• ソリューションが以下の機能のすべてを備えていると実証できること
o 顧客が基幹業務 (LOB) シナリオまたはビジネス課題を解決できるように支援
o 事業変革を促進し、顧客に対して経済的または業績にプラスの影響をもたらす
o IoT シナリオでイノベーションを推進、業務効率を改善する。たとえば、資産の監視による効率向上、高 度なデータ分
析機能を使用して新しいビジネス モデルと収益源で事業変革など
o 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 トランスフォーメーションを実現するエン ドツーエンド
のソリューションを提供
•具体的な顧客事例。ソリューションの実装が与えたビジネス インパクトを示す重要業績指標 (KPI) の提示
応募資格:
⚫

2020 年 1 月までに Cloud コンピテンシーの Gold レベルを取得していること

⚫

MPN パートナー様 (更新、支払いなどが完了している MPN メンバー) であること

⚫

OCP ソリューションカタログに含まれる Co-Sell Ready IoT ソリューション

要約 (必須): 以下の全項目を 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を裏付ける文書を 3 点まで、
URL リンクを 1 点、アップロードできます。字数制限は 8,000 字です (スペースを含む)。
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• 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および問題について具体的に 説明し
てください。その際、顧客のビジネス課題や懸念事項、ソリューション導入前/後の違いを説明してください。 以下の内容を
含めてください。
o 顧客の名称またはその他の関連情報
o 顧客のビジネス上の問題
o 貴社のソリューションはどのような利用シナリオに対応できますか? (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、カスタマイズなど)
o IoT ソリューションで使用された具体的デバイスおよびセンサーは何ですか? 使用されたデバイス/センサー 数はどれだけ
ですか?
o どのようなデータを収集・分析しましたか?
• ソリューションに含まれているマイクロソフトのサービスおよびテクノロジーを記載してください。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 インパクトを説明してください。以下の内容を含めてください。
o 貴社のソリューションがどのように顧客のビジネスにインパクトを与えましたか (より競争力が高まったか)? ROI (投資効
果) の詳細な数値 (コスト削減、生産性向上など) も提供してください。
o オペレーショナル インテリジェンスをどのように向上させましたか?
• このソリューションは、特定の顧客に限定されますか? それとも再現可能で、より広範な市場に影響を及ぼします か?
o IoT ソリューションを導入した主な業種を提示してください。どのようにして業種拡大を図ることができると 考えています
か?
o このソリューションを他の業種に適用できるでしょうか? その場合、その方法や戦略を説明してください。
o 優れた顧客体験や顧客満足の証拠となる外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、ビデオ、顧客 の推薦状な
ど) をアップロードまたはリンクを提示してください。
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Mixed Reality (複合現実)
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 トランスフォーメーションを加速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、ビジネス インパクトの改善、顧客価値の向上、競争の
効率化を可能にするソリューションを作成するうえで、パートナー様が複合現実と Azure をどのように使用したかを示す必要
があります。
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 (消費者向けを除く) でイノベーションを示せること
• 稼働環境に実装していること
• 以下の機能のすべてを備えていると実証できること
o 顧客が Azure を使用して基幹業務 (LOB) シナリオまたはビジネス課題を解決できるように支援
o 事業変革を促進し、顧客に対して経済的または業績にプラスの影響をもたらす
o 具体的な顧客事例。ソリューションの実装が与えたビジネス インパクトを示す重要業績指標 (KPI) の 提示
応募資格:
⚫

2020 年 1 月までに 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 であること

⚫

MPN パートナー様 (更新、支払いなどが完了している MPN メンバー) であること

⚫

Mixed Reality Partner Program (MRPP) のメンバー資格を有していること

要約: 以下の全項目を 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、
URL リンクを 1 点、アップロードできます。字数制限は 8,000 字です (スペースを含む)
1. 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および問題について具体的に 説明
してください。その際、顧客のビジネス課題や懸念事項、ソリューション導入前/後の違いを説明してください。 以下の内
容を含めてください。
o 顧客の名称またはその他の関連情報
o ソリューションの対象となる業種
o ソリューションの対象となるユースケース
o 貴社のソリューションで対応した利用シナリオ (例: リモート アシスタンス、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)
o このソリューションによる 1 年ごとの Azure の消費
2. ソリューションに含まれている複合現実テクノロジーを記載してください。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)、テクノロジーおよび Azure サービスを説明してください。
3. 貴社のソリューションのメリットとビジネス インパクトを説明してください。以下の内容を含めてください。
o 貴社のソリューションがどのように顧客のビジネスにインパクトを与えましたか (より競争力が高まったか)? ROI (投資効
果) の詳細な数値 (コスト削減、生産性向上など) も提供してください。
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4. このソリューションは、特定の顧客 1 社に限定されますか? それとも、より広範な市場への可能性がありますか?
o 貴社のソリューションを導入した主な業種を提示してください。どのようにして業種拡大を図ることができると考えていま
すか?
o このソリューションを他の業種に適用できるでしょうか? その場合、その方法や戦略を説明してください。
o 優れた顧客体験や顧客満足の証拠となる外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、ビデオ、顧客 の推薦状な
ど) をアップロードまたはリンクを提示してください。
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OSS on Azure（OSS on Azure）
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 (複数可) 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、 事業の利益につながる顧客への価値を証明すると共に、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す必要があります。
応募資格:
⚫

MPN パートナー様 (更新、支払いなどが完了している MPN メンバー) であること

⚫

Linux Server Migration または OSS DB Migration のタグが付けられた OCP カタログ（マーケットプレイス）
の 1 つ以上のソリューションを持っているか、Co-sell Ready ISV であること。

⚫

最低 1 件の顧客成功事例を公表していること。Microsoft Azure のオープンソース ソリューションの成功事例
が必要

要約: 以下の全項目を 1 つの要約にまとめてください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を 3 点まで、URL リ
ンクを 4 点、アップロードできます。
• 貴社のソリューションは Azure と OSS を使用して、どのような顧客課題や懸念事項を解決しますか? 下記について説明
してください。
o 顧客のビジネス課題や懸念事項
o 貴社のソリューション/サービスの主な顧客メリットとビジネス インパクト (コスト削減、収益増加など)
o 顧客が OSS ソリューションに Azure を選択した理由をビジネス面と技術面から説明してください。
• 貴社のソリューションにどのようなマイクロソフト テクノロジーおよびオープンソース テクノロジーが含まれていますか (注: このア
ワードのマイクロソフト テクノロジーの 1 つとして、Microsoft Azure を含める必要があります)? また競争の勝 利にどのよ
うに役立ちましたか?
• このソリューションの設計/開発/実装/統合において、他のマイクロソフト パートナーと協業しましたか? 協業した場 合は、
協業内容およびそれが顧客にもたらしたメリットについて説明してください。
• 優れた顧客体験や顧客満足の証拠となる外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、ビデオ、顧客の推薦 状など)
はありますか? もしある場合、提示してください。
• 貴社は、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ますか? その場合は、詳細を説明してくださ
い (イベントの後援や、貢献を示す GitHub アカウントなど)。
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SAP on Azure (SAP on Azure)
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たパートナー様に授与されます。受賞するために
は、Microsoft Azure プラットフォームを活用して SAP 環境を移行するソリューションにより、ビジネスの機敏性、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す必要があります。ソリューションは、Microsoft Azure プ ラ
ットフォームを基盤にする必要があります。
SAP ソリューションでは、以下の機能が重要です。
• SAP S/4HANA
• 自動化
• デジタル トランスフォーメーション
• 特定業種への特化
• レポーティング、分析、ダッシュボード、データ可視化
応募資格:
⚫

2020 年 1 月までに Cloud コンピテンシーの Gold レベルを取得しているか、Co-sell Ready SI であること

⚫

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

⚫

MPN パートナー様 (更新、支払いなどが完了している MPN メンバー) であること

⚫

SAP 認定パートナーであること

要約: 以下の全項目を 1 つの要約にまとめてください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を 3 点まで、URL リ
ンクを 4 点、アップロードできます。
• 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、使用した製品とテクノロジーを説明してください。貴社ソリュー ションが
もたらしたビジネスへの好影響を数値 (ROI、コスト削減、生産性向上、業績への影響、成長度など) で 提示してくださ
い。
• マイクロソフト テクノロジーを貴社のソリューションに取り込んだことで、貴社の成長またはクラウド サービス提供への 移行を
どのように促進しましたか? それは、どのように技術面およびビジネス面で競争の勝利に貢献しましたか?
• このソリューションは、特定の顧客に限定されますか? それとも、より広範な市場または業界への可能性があります か? 優
れた顧客体験や顧客満足の証拠となる公開資料またはデータ ソース (出版物、事例、ビデオ、顧客の推 薦状など) を
アップロードまたはリンクを提示してください。
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Business applications awards
Connected field service（Connected filed service）
Connected 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 実績をあげたパート
ナー様に授与されます。このアワードでは、マイクロソフトの顧客に一貫性のある高品質の安定したサービスを提供して、顧客
が Connected field Service への投資から多大なビジネス メリットを確実に得る よう貢献する必要があります。既存の
顧客ベースを維持/拡大しながら、新規顧客の獲得やクラウドの売上の堅調な伸び によって示される、ビジネス リーダーシ
ップと安定的な顧客の成功も評価されます。ビジネスのクラウドへの移行によって、大 幅な伸展を見せたパートナー様も評
価されます。オンプレミスからのアップグレード、競合他社のソリューションからの移行に顧 客を導いた商談も評価されます。
Field Service または Connected Field Service ソリューションがこのアワードの対象となります。
応募資格:
• 2020 年 1 月までに Cloud Business Applications 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
• ソリューションがクラウドで構築/展開され、Connected field Service の最新バージョンを基盤にしていること
• MPN パートナー様 (更新、支払いなどが完了している MPN メンバー) であること
•Microsoft のコマーシャルマーケットプレイス（Microsoft AppSource または Azure Marketplace）に 1 つ以上のソリュ
ーションを持っていること
要約: 以下の全項目を 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を裏付ける文書を 3 点まで、 URL リン
クを 1 点、アップロードできます。字数制限は 8,000 字です (スペースを含む)。

貴社へ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、 Connected
field Service に関連するデジタル トランスフォーメーションがもたらすクラウドのビ 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、顧客セグメント、事業プロセスごとなど、貴社がど
のような分野に特化しているのか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。ソリューションによって解決した顧客のシナリオおよび問題について具体的に 説明
してください。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 目標を達
成するために貴社が Connected field Service でどのように貢献したかを説明して ください。優れた顧客体験や顧客
満足の証拠となる外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、ビデオ、顧客 の推薦状など) をアップロードまたはリン
クを提示してください。
• Connected field Service ソリューションおよびサービスを利用することで、どのように競争に勝 利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競争に勝利した事例を、技術面およびビジネス面 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をどのように強化、拡張したかを説明してください。
Connected field Service と、Office 365、PowerBI、Azure との統合も対象となります。
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• クラウド顧客の維持や満足度向上にどのように取り組んでいますか? 顧客満足度をどのように測定しているかを 記載し
てください。可能な場合、顧客の満足度が合計点中、何点になるかを記載してください。また、顧客ロイ ヤルティを示
す証拠、顧客の推薦状などを提示してください。
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Dynamics 365 business central（Dynamic 365 business central）
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
実績をあげたパートナー様に授与されます。このアワードでは、マイクロソフトの顧客に一貫性のある高品質の安定したサービ
スを提供して、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を確実に得る
よう貢献する必要があります。既存の顧客ベースを維持/拡大しながら、新規顧客の獲得やクラウドの売上の 堅調な伸び
によって示される、ビジネス リーダーシップと安定的な顧客の成功も評価されます。ビジネスのクラウドへの移行 によって、大
幅な伸展を見せたパートナー様も評価されます。オンプレミスからのアップグレード、競合他社のソリューションからの移行に顧
客を導いた商談も評価されます。
応募資格:
•

2020 年 1 月までに ERP 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

•

ソリューションがクラウドで構築/展開され、Dynamics 365 business central の最新バージョンを基盤にしている
こと

•

MPN パートナー様 (更新、支払いなどが完了している MPN メンバー) であること

•

マイクロソフト コマーシャルマーケットプレイス(Microsoft AppSource もしくは Azure Marketplace)で 1 つ以上の
ソリューションを所持していること

要約: 以下の全項目を 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、
URL リンクを 4 点、アップロードできます。字数制限は 8,000 字です (スペースを含む) 。
•

貴社へ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 トランスフォーメーションがもたらすクラウドのビ
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、顧客セグメント、事業プロセスごとなど、貴社がどのような分野に特化しているのか具体的に説明 して
ください。

•

ソリューションを 1 つ選択してください。ソリューションによって解決した顧客のシナリオおよび問題について具体的に
説明してください。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
目標を達成するために貴社が Microsoft Dynamics 365 business central でどのように貢献したかを説明して
ください。優れた顧客体験や顧客満足の証拠となる外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、ビデオ、 顧
客の推薦状など) をアップロードまたはリンクを提示してください。

•

Microsoft Dynamics 365 business central クラウド ソリューションおよびサービスを利用することで、どのように
競争に勝利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競争に勝利した事例を、技術面およびビ
ジネス面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をどのように強化、拡張したかを説明してください。
Dynamics 365 for Customer Service と、Office 365、PowerBI、Azure との統合も対象となります。

•

クラウド顧客の維持や満足度向上にどのように取り組んでいますか? 顧客満足度をどのように測定しているかを
記載してください。可能な場合、顧客の満足度が合計点中、何点になるかを記載してください。また、顧客ロイ
ヤルティを示す証拠、顧客の推薦状などを提示してください。
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Intelligent sales & marketing（Intelligent sales & marketing）
Intelligent sales & 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、優れた実績をあげた
パートナー様に授与されます。このアワードでは、マイクロソフトの顧客に一貫性のある高品質の 安定したサービスを提供し
て、顧客が Intelligent sales & marketing への投資から多大なビ ジネス メリットを確実に得るよう貢献する必要があり
ます。既存の顧客ベースを維持/拡大しながら、新規顧客の獲得やクラウドの売上の堅調な伸びによって示される、ビジネ
ス リーダーシップと安定的な顧客の成功も評価されます。ビジネスのクラウドへの移行によって、大幅な伸展を見せたパート
ナー様も評価されます。オンプレミスからのアップグレード、競合他社のソリューションからの移行に顧客を導いた商談も評価
されます
応募資格:
•

2020 年 1 月までに Cloud Business Applications 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

•

クラウドで展開されているソリューションで、Dynamics 365 Sales および Dynamics 365 Marketing を中心とし
た、Dynamics 365 Customer Insigh また Dynamics 365 Sales Insight を活用していること

•

MPN パートナー様 (更新、支払いなどが完了している MPN メンバー) であること

要約: 以下の全項目を 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、
URL リンクを 4 点、アップロードできます。字数制限は 8,000 字です (スペースを含む) 。
•

貴社へ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、
Intelligent sales & marketing に関連するデジタル トランスフォーメーションがもたらすクラウドのビジネス 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
客セグメント、事業プロセスごとなど、貴社がどのような分野に特化しているのか具体的に説明 してください。

•

ソリューションを 1 つ選択してください。ソリューションによって解決した顧客のシナリオおよび問題について具体的に
説明してください。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
目標を達成するために貴社が Intelligent sales & marketing でどのように貢献したかを説明してください。優
れた顧客体験や顧客満足の証拠となる外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、ビデオ、 顧客の推薦状
など) をアップロードまたはリンクを提示してください。

•

Intelligent sales & marketing クラウド ソリューションおよびサービスを利用することで、どのように競争に勝利し
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競争に勝利した事例を、技術面およびビジネス面から
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をどのように強化、拡張したかを説明してください。
Dynamics 365 for Customer Service と、Office 365、PowerBI、Azure との統合も対象となります。
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•

クラウド顧客の維持や満足度向上にどのように取り組んでいますか? 顧客満足度をどのように測定しているかを
記載してください。可能な場合、顧客の満足度が合計点中、何点になるかを記載してください。また、顧客ロイ
ヤルティを示す証拠、顧客の推薦状などを提示してください。
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Modernize finance and operations (Modernize finance and operations)
Modernize finance and operations 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
あげたパートナー様に授与されます。このアワードでは、マイクロソフトの顧客に一貫性のある高品質の安定したサービスを提
供して、顧客が Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations への投資から多大なビジネス メリットを確実
に得るよう貢献する必要があります。既存の顧客ベースを維持/拡大しながら、新規顧客の獲得やクラウドの売上の堅調
な伸びによって示される、ビジネス リーダーシップと安定的な顧客の成功も評価されます。ビジネスのクラウドへの移行によっ
て、大幅な伸展を見せたパートナー様も評価されます。オンプレミスからのアップグレード、競合他社のソリューションからの移
行に顧客を導いた商談も評価されます。
応募資格:
•

2020 年 1 月までに Cloud Business Applications コンピテンシーの１Gold レベルを取得している、また Cosell Ready ISV MPN メンバーであること

•

ソリューションがクラウドで構築/展開され、Modernize finance and operations の最新バージョンを基盤にして
いること

•

MPN パートナー様 (更新、支払いなどが完了している MPN メンバー) であること)

•

Microsoft のコマーシャルマーケットプレイス（Microsoft AppSource または Azure Marketplace）に 1 つ以上
のソリューションを持っていること

要約 (必須): 以下の全項目を 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を裏付ける文書を 3 点まで、
URL リンクを 1 点、アップロードできます。字数制限は 8,000 字です (スペースを含む)。

• 貴社へ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、Modernize
finance and operations に関連するデジタル トランスフォーメーションがもたらすクラウドのビジネス 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、顧客セグメント、事業プロセス
ごとなど、貴社がどのような分野に特化しているのか具体的 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。ソリューションによって解決した顧客のシナリオおよび問題について具体的に 説明し
てください。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 目標を達成
するために貴社が Modernize finance and operations でどのように貢献したかを説明してください。優れた顧客体験
や顧客満足の証拠となる外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、 ビデオ、顧客の推薦状など) をアップロードまた
はリンクを提示してください。
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• Modernize finance and operations クラウド ソリューションおよびサービスを利用することで、どのよう に競争に勝利し
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競争に勝利した事例を、技術面および ビジネス面から説明し
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をどのように強化、拡張したかを説明してください。
Modernize finance and operations と、Office 365、PowerBI、Azure との統合も対象となります。
• クラウド顧客の維持や満足度向上にどのように取り組んでいますか? 顧客満足度をどのように測定しているかを 記載して
ください。可能な場合、顧客の満足度が合計点中、何点になるかを記載してください。また、顧客ロイヤルティを示す証
拠、顧客の推薦状などを提示してください。
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Power Apps and Power Automate（Power Apps and Power Automate）
Microsoft Business Applications プラットフォーム (Dynamics 365、CDS、PA など) を基盤にした革新的で独自性のあ
る IP の提供で、優れた実績をあげたパートナー様に授与されます。このアワードでは、このデジタル時代に即した顧客の事業
変革を支援する業界固有ソリューションを提供し、世界的に成功を収めた事例を示す必要があります。貴社のソリューショ
ンだけでなく、マイクロソフトが提供する Microsoft Office 365、Microsoft Flow、PowerBI ソリューション、その他の付加
価値 Azure サービスを含むプラットフォームの販売を促進し、クラウドビジネスの成長という確かな実績を示すことが求めら
れます。競合他社のプラットフォームの顧客を Business Applications プラットフォームに移行したり、未開拓市場/業種の
新規顧客を Business Applications プラットフォーム導入に導いたりした商談も評価されます。
応募資格:
•

2020 年 1 月までに Cloud Business Applications コンピテンシーの１Gold レベルを取得している、また Cosell Ready ISV MPN メンバーであること

•

ソリューションがクラウドで構築/展開され、Power Apps and Power Automate の最新バージョンを基盤にして
いること

•

MPN パートナー様 (更新、支払いなどが完了している MPN メンバー) であること)

•

Microsoft のコマーシャルマーケットプレイス（Microsoft AppSource または Azure Marketplace）に 1 つ以上
のソリューションを持っていること

要約 (必須): 以下の全項目を 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を裏付ける文書を 3 点まで、
URL リンクを 1 点、アップロードできます。字数制限は 8,000 字です (スペースを含む)。
• 貴社へ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 and Power Automate に関連するデジタル トランスフォーメーションがもたらすクラウドのビジネス 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、顧客セグメント、
事業プロセスごとなど、貴社がどのような分野に特化しているのか具体的 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。ソリューションによって解決した顧客のシナリオおよび問題について具体的に 説
明してください。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
を達成するために貴社が Power Apps and Power Automate でどのように貢献したかを説明してください。優れた
顧客体験や顧客満足の証拠となる外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、 ビデオ、顧客の推薦状など) をア
ップロードまたはリンクを提示してください。
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• Power Apps and Power Automate クラウド ソリューションおよびサービスを利用することで、どのよう に競争に勝利
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競争に勝利した事例を、技術面および ビジネス面から説
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をどのように強化、拡張したかを説明してください。 Power
Apps and Power Automate と、Office 365、PowerBI、Azure との統合も対象となります。
• クラウド顧客の維持や満足度向上にどのように取り組んでいますか? 顧客満足度をどのように測定しているかを 記載
してください。可能な場合、顧客の満足度が合計点中、何点になるかを記載してください。また、顧客ロイヤルティを示
す証拠、顧客の推薦状などを提示してください。
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Power BI（Power BI）
Microsoft Business Applications プラットフォーム (Dynamics 365、CDS、PA など) を基盤にした革新的で独自性のあ
る IP の提供で、優れた実績をあげたパートナー様に授与されます。このアワードでは、このデジタル時代に即した顧客の事業
変革を支援する業界固有ソリューションを提供し、世界的に成功を収めた事例を示す必要があります。貴社のソリューショ
ンだけでなく、マイクロソフトが提供する Microsoft Office 365、Microsoft Flow、Power BI ソリューション、その他の付
加 価値 Azure サービスを含むプラットフォームの販売を促進し、クラウド ビジネスの成長という確かな実績を示すことが求
めら れます。競合他社のプラットフォームの顧客を Business Applications プラットフォームに移行したり、未開拓市場/業
種の 新規顧客を Business Applications プラットフォーム導入に導いたりした商談も評価されます。
応募資格:
⚫

2020 年 1 月までに 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 であること

⚫

Data Analytics コンピテンシーを取得していること

⚫

MPN パートナー様 (更新、支払いなどが完了している MPN メンバー) であること

⚫

Microsoft のコマーシャルマーケットプレイス（Microsoft AppSource または Azure Marketplace）に 1 つ以上の
ソリューションを持っていること

要約: 以下の全項目を 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、
URL リンクを 4 点、アップロードできます。字数制限は 8,000 字です (スペースを含む) 。
• 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および問題について具体的に 説
明してください。その際、顧客のビジネス課題や懸念事項、ソリューション導入前/後の違い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、使用した製品 (バージョンも含む) とテクノロジーについて説明 して
ください。
• マイクロソフト テクノロジーを貴社のソリューションに取り込んだことで、貴社の成長またはクラウドへの移行をどのように
促進しましたか? それは、どのように技術面およびビジネス面で競争の勝利に貢献しましたか?
• このソリューションは、特定の顧客に限定されますか? それとも、より広範な市場への可能性がありますか? 優れた 顧
客体験や顧客満足の証拠となる外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、ビデオ、顧客の推薦状など) をアップロ
ードまたはリンクを提示してください。
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Proactive customer service
Proactive customer service プラットフォーム (Dynamics 365、CDS、PA など) を基盤にした革新的で独自性のあ る IP
の提供で、優れた実績をあげたパートナー様に授与されます。このアワードでは、このデジタル時代に即した顧客の事業 変
革を支援する業界固有ソリューションを提供し、世界的に成功を収めた事例を示す必要があります。貴社のソリューショ ン
だけでなく、マイクロソフトが提供する Microsoft Office 365、Microsoft Flow、Power BI ソリューション、その他の付加
価値 Azure サービスを含むプラットフォームの販売を促進し、クラウド ビジネスの成長という確かな実績を示すことが求めら
れます。競合他社のプラットフォームの顧客を Business Applications プラットフォームに移行したり、未開拓市場/業種の
新規顧客を Business Applications プラットフォーム導入に導いたりした商談も評価されます。

応募資格:
•

2020 年 1 月までに Cloud Business Applications コンピテンシーの１Gold レベルを取得している、また Cosell Ready ISV MPN メンバーであること

•

ソリューションがクラウドで構築/展開され、Power Apps and Power Automate の最新バージョンを基盤にして
いること

•

MPN パートナー様 (更新、支払いなどが完了している MPN メンバー) であること)

•

Microsoft のコマーシャルマーケットプレイス（Microsoft AppSource または Azure Marketplace）に 1 つ以上
のソリューションを持っていること

要約: 以下の全項目を 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、
URL リンクを 4 点、アップロードできます。字数制限は 8,000 字です (スペースを含む) 。
• 貴社へ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、
Proactive customer service に関連するデジタル トランスフォーメーションがもたらすクラウドのビジネス 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、顧客セグメント、
事業プロセスごとなど、貴社がどのような分野に特化しているのか具体的 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。ソリューションによって解決した顧客のシナリオおよび問題について具体的に 説
明してください。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
を達成するために貴社が Proactive customer service でどのように貢献したかを説明してください。優れた顧客体
験や顧客満足の証拠となる外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、 ビデオ、顧客の推薦状など) をアップロー
ドまたはリンクを提示してください。
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• Proactive customer service クラウド ソリューションおよびサービスを利用することで、どのよう に競争に勝利したかを
説明してください。貴社のソリューションやサービスが競争に勝利した事例を、技術面および ビジネス面から説明してく
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をどのように強化、拡張したかを説明してください。
Proactive customer service と、Office 365、PowerBI、Azure との統合も対象となります。
• クラウド顧客の維持や満足度向上にどのように取り組んでいますか? 顧客満足度をどのように測定しているかを 記載
してください。可能な場合、顧客の満足度が合計点中、何点になるかを記載してください。また、顧客ロイヤルティを示
す証拠、顧客の推薦状などを提示してください。
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Industry awards
Automotive (オートモーティブ)
マイクロソフト テクノロジーをベースにした革新的で独自性のある自動車産業向けサービスやソリューションの提供で、優れた
実績をあげ、業界でソートリーダーシップを示したパートナー様に授与されます。
このアワードでは、一貫性のある高品質の安定した自動車産業向けサービスやソリューションに加えて、業界の知識とスキル
が評価されます。また、マイクロソフトの最新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
獲得や売上の堅調な伸びによって示される、ビジネス リーダーシップと成功も評価されます。
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た、マイクロソフトとの効果的な取り組みをご紹介ください。
応募資格:
•

2020 年 1 月までに 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 であること

•

Co-sell Ready の業種別ソリューションが正しく実装されていること

•

提供したソリューション、製品、またはサービスに関する顧客事例があることが望ましい

•

MPN パートナー様 (更新、支払いなどが完了している MPN メンバー) であること)

要約: 以下の全項目を 1 つの要約にまとめてください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を 3 点まで、URL リ
ンクを 4 点、アップロードできます。
• 貴社のソリューションやサービスにマイクロソフト テクノロジーを利用することによって、自動車産業向けにどのように変革を
実現したかを技術面およびビジネス面から説明してください。どのように貴社のソリューションは顧客のデジ タル トランスフ
ォーメーションの成功に向けた始動に役立ちましたか?
• 貴社ソリューションまたはサービスは、特定の自動車産業の顧客に限定されますか? それとも、広範な市場への可 能性/
採用がありますか? • 優れた顧客体験や顧客満足の証拠となる外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、ビデオ、
顧客の推薦 状など) をアップロードまたは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で利用しているマイクロソフトのテクノロジーとその利用方法について説明してください
(Modern Workplace、Business Applications、Applications & Infrastructure、Data & AI)
• これらのテクノロジーによって自動車産業向けニーズをどのように満たしているかを説明してください。貴社のソリュー ションま
たはサービスによって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がどの程度増えたかについても詳しく説明してくだ
さい。このソリューションでどのようにクラウド テクノロジーの成長とトランスフォーメーションを促進したか についても示してくだ
さい。
• 顧客向けのソリューションやサービスによって解決した問題について説明してください。可能であれば、顧客の問題 点に及
ぼした影響、導入前/後のシナリオの比較、および顧客が得たメリットを数値で示してください。
o 顧客参照を 2 件提出してください。
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Education（教育）

マイクロソフト テクノロジーをベースにした革新的で独自性のある教育機関向けサービスやソリューションの提供で、優れた実
績をあげ、業界でソートリーダーシップを示したパートナー様に授与されます。
このアワードでは、一貫性のある高品質の安定した教育機関向けサービスやソリューションに加えて、業界の知識とスキルが
評価されます。また、マイクロソフトの最新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、新規顧客の獲
得や売上の堅調な伸びによって示される、ビジネス リーダーシップと成功も評価されます。
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た、マイクロソフトとの効果的な取り組みをご紹介ください。
応募資格:
•

2020 年 1 月までに 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 であること

•

Co-sell Ready の業種別ソリューションが正しく実装されていること

•

提供したソリューション、製品、またはサービスに関する顧客事例があることが望ましい

要約:以下の全項目を 1 つの要約にまとめてください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を 3 点まで、URL リ
ンクを 4 点、アップロードできます。
• 貴社のソリューションやサービスにマイクロソフト テクノロジーを利用することによって、教育機関向けにどのように変 革を
実現したかを技術面およびビジネス面から説明してください。どのように貴社のソリューションは顧客のデジタル トランス
フォーメーションの成功に向けた始動に役立ちましたか?
• 貴社ソリューションまたはサービスは、特定の教育機関の顧客に限定されますか? それとも、広範な市場への可能 性/
採用がありますか? • 優れた顧客体験や顧客満足の証拠となる外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、ビデ
オ、顧客の推薦 状など) をアップロードまたは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で利用しているマイクロソフトのテクノロジーとその利用方法について説明してください
(Modern Workplace、Business Applications、Applications & Infrastructure、Data & AI)
• これらのテクノロジーによって教育機関向けニーズをどのように満たしているかを説明してください。貴社のソリューショ ンま
たはサービスによって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がどの程度増えたかについても詳しく説明してく
ださい。このソリューションでどのようにクラウド テクノロジーの成長とトランスフォーメーションを促進したかについても示して
ください。
• 顧客向けのソリューションやサービスによって解決した問題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
及ぼした影響、導入前/後のシナリオの比較、および顧客が得たメリットを数値で示してください。
o 顧客参照を 2 件提出してください。
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Energy（エネルギー）
マイクロソフト テクノロジーをベースにした革新的で独自性のある教育機関向けサービスやソリューションの提供で、優れた実
績をあげ、業界でソートリーダーシップを示したパートナー様に授与されます。
このアワードでは、一貫性のある高品質の安定した教育機関向けサービスやソリューションに加えて、業界の知識とスキルが
評価されます。また、マイクロソフトの最新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、新規顧客の獲
得や売上の堅調な伸びによって示される、ビジネス リーダーシップと成功も評価されます。
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た、マイクロソフトとの効果的な取り組みをご紹介ください。
応募資格:
•

2020 年 1 月までに 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 であること

•

Co-sell Ready の業種別ソリューションが正しく実装されていること

•

提供したソリューション、製品、またはサービスに関する顧客事例があることが望ましい

要約:以下の全項目を 1 つの要約にまとめてください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を 3 点まで、URL リ
ンクを 4 点、アップロードできます。
• 貴社のソリューションやサービスにマイクロソフト テクノロジーを利用することによって、教育機関向けにどのように変 革を
実現したかを技術面およびビジネス面から説明してください。どのように貴社のソリューションは顧客のデジタル トランス
フォーメーションの成功に向けた始動に役立ちましたか?
• 貴社ソリューションまたはサービスは、特定の教育機関の顧客に限定されますか? それとも、広範な市場への可能 性/
採用がありますか? • 優れた顧客体験や顧客満足の証拠となる外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、ビデ
オ、顧客の推薦 状など) をアップロードまたは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で利用しているマイクロソフトのテクノロジーとその利用方法について説明してください
(Modern Workplace、Business Applications、Applications & Infrastructure、Data & AI)
• これらのテクノロジーによって教育機関向けニーズをどのように満たしているかを説明してください。貴社のソリューショ ンま
たはサービスによって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がどの程度増えたかについても詳しく説明してく
ださい。このソリューションでどのようにクラウド テクノロジーの成長とトランスフォーメーションを促進したかについても示して
ください。
• 顧客向けのソリューションやサービスによって解決した問題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
及ぼした影響、導入前/後のシナリオの比較、および顧客が得たメリットを数値で示してください。
o 顧客参照を 2 件提出してください。
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Financial services（金融サービス）
マイクロソフト テクノロジーをベースにした革新的で独自性のある金融サービス分野向けサービスやソリューションの提供で、優
れた実績をあげ、業界でソートリーダーシップを示したパートナー様に授与されます。
このアワードでは、一貫性のある高品質の安定した金融サービス向けサービスやソリューションに加えて、業界の知識とスキル
が評価されます。また、マイクロソフトの最新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
獲得や売上の堅調な伸びによって示される、ビジネス リーダーシップと成功も評価されます。
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た、マイクロソフトとの効果的な取り組みをご紹介ください。
応募資格:
•

2020 年 1 月までに 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 であること

•

Co-sell Ready の業種別ソリューションが正しく実装されていること

•

提供したソリューション、製品、またはサービスに関する顧客事例があることが望ましい

要約: 以下の全項目を 1 つの要約にまとめてください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を 3 点まで、URL リ
ンクを 4 点、アップロードできます。
• 貴社のソリューションやサービスにマイクロソフト テクノロジーを利用することによって、金融サービス分野向けにどのように
変革を実現したかを技術面およびビジネス面から説明してください。どのように貴社のソリューションは顧客のデ ジタル
トランスフォーメーションの成功に向けた始動に役立ちましたか?
• 貴社ソリューションまたはサービスは、特定の金融サービス分野の顧客に限定されますか? それとも、広範な市場へ の
可能性/採用がありますか?
• 優れた顧客体験や顧客満足の証拠となる外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、ビデオ、顧客の推薦 状な
ど) をアップロードまたは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で利用しているマイクロソフトのテクノロジーとその利用方法について説明してください
(Modern Workplace、Business Applications、Applications & Infrastructure、Data & AI)
• これらのテクノロジーによって金融サービス分野向けニーズをどのように満たしている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によって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がどの程度増えたかについても 詳しく説
明してください。このソリューションでどのようにクラウド テクノロジーの成長とトランスフォーメーションを促進し たかについ
ても示してください。
• 顧客向けのソリューションやサービスによって解決した問題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
及ぼした影響、導入前/後のシナリオの比較、および顧客が得たメリットを数値で示してください。
o 顧客参照を 2 件提出してください。
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Government（行政）
マイクロソフト テクノロジーをベースにした革新的で独自性のある公共機関向けサービスやソリューションの提供で、優れた実
績をあげ、業界でソートリーダーシップを示したパートナー様に授与されます。
このアワードでは、一貫性のある高品質の安定した公共機関向けサービスやソリューションに加えて、業界の知識とスキルが
評価されます。また、マイクロソフトの最新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、新規顧客の獲
得や売上の堅調な伸びによって示される、ビジネス リーダーシップと成功も評価されます。
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た、マイクロソフトとの効果的な取り組みをご紹介ください。
応募資格:
•

2020 年 1 月までに 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 であること

•

Co-sell Ready の業種別ソリューションが正しく実装されていること

•

提供したソリューション、製品、またはサービスに関する顧客事例があることが望ましい

要約: 以下の全項目を 1 つの要約にまとめてください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を 3 点まで、URL リ
ンクを 4 点、アップロードできます。
• 貴社のソリューションやサービスにマイクロソフト テクノロジーを利用することによって、公共機関向けにどのように変 革を実
現したかを技術面およびビジネス面から説明してください。どのように貴社のソリューションは顧客のデジタル トランスフォー
メーションの成功に向けた始動に役立ちましたか?
• 貴社ソリューションまたはサービスは、特定の公共機関の顧客に限定されますか? それとも、広範な市場への可能 性/採
用がありますか? • 優れた顧客体験や顧客満足の証拠となる外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、ビデオ、顧
客の推薦 状など) をアップロードまたは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で利用しているマイクロソフトのテクノロジーとその利用方法について説明してください
(Modern Workplace、Business Applications、Applications & Infrastructure、Data & AI)
• これらのテクノロジーによって公共機関向けニーズをどのように満たしているかを説明してください。貴社のソリューショ ンまた
はサービスによって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がどの程度増えたかについても詳しく説明してくださ
い。このソリューションでどのようにクラウド テクノロジーの成長とトランスフォーメーションを促進したかについても示してくださ
い。
• 顧客向けのソリューションやサービスによって解決した問題について説明してください。可能であれば、顧客の問題 点に及
ぼした影響、導入前/後のシナリオの比較、および顧客が得たメリットを数値で示してください。
o 顧客参照を 2 件提出してください。
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Healthcare（ヘルスケア）
マイクロソフト テクノロジーをベースにした革新的で独自性のある医療機関向けサービスやソリューションの提供で、優れた実
績をあげ、業界でソートリーダーシップを示したパートナー様に授与されます。
このアワードでは、一貫性のある高品質の安定した医療機関向けサービスやソリューションに加えて、業界の知識とスキルが
評価されます。また、マイクロソフトの最新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、新規顧客の獲
得や売上の堅調な伸びによって示される、ビジネス リーダーシップと成功も評価されます。
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た、マイクロソフトとの効果的な取り組みをご紹介ください。
応募資格:
•

2020 年 1 月までに 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 であること

•

Co-sell Ready の業種別ソリューションが正しく実装されていること

•

提供したソリューション、製品、またはサービスに関する顧客事例があることが望ましい

要約: 以下の全項目を 1 つの要約にまとめてください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を 4 点まで、URL リ
ンクを 4 点、アップロードできます。
• 貴社のソリューションやサービスにマイクロソフト テクノロジーを利用することによって、医療機関向けにどのように変 革を
実現したかを技術面およびビジネス面から説明してください。どのように貴社のソリューションは顧客のデジタル トランス
フォーメーションの成功に向けた始動に役立ちましたか?
• 貴社ソリューションまたはサービスは、特定の医療機関の顧客に限定されますか? それとも、広範な市場への可能 性/
採用がありますか?
• 優れた顧客体験や顧客満足の証拠となる外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、ビデオ、顧客の推薦 状な
ど) をアップロードまたは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で利用しているマイクロソフトのテクノロジーとその利用方法について説明してください
(Modern Workplace、Business Applications、Applications & Infrastructure、Data & AI)
• これらのテクノロジーによって医療機関向けニーズをどのように満たしているかを説明してください。貴社のソリューショ ンま
たはサービスによって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がどの程度増えたかについても詳しく説 明して
ください。このソリューションでどのようにクラウド テクノロジーの成長とトランスフォーメーションを促進したかについても示し
てください。
• 顧客向けのソリューションやサービスによって解決した問題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
及ぼした影響、導入前/後のシナリオの比較、および顧客が得たメリットを数値で示してください。
o 顧客参照を 2 件提出してください。
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Manufacturing（製造）
マイクロソフト テクノロジーをベースにした革新的で独自性のある製造およびリソース (製造、エネルギー、化学、農業) 分野
向けサービスやソリューションの提供で、優れた実績をあげ、業界でソートリーダーシップを示したパートナー様に授与されます。
このアワードでは、一貫性のある高品質の安定した製造およびリソース分野向けサービスやソリューションに加えて、業界の知
識とスキルが評価されます。また、マイクロソフトの最新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
規顧客の獲得や売上の堅調な伸びによって示される、ビジネス リーダーシップと成功も評価されます。
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た、マイクロソフトとの効果的な取り組みをご紹介ください。
応募資格:
•

2020 年 1 月までに 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 であること

•

Co-sell Ready の業種別ソリューションが正しく実装されていること

•

提供したソリューション、製品、またはサービスに関する顧客事例があることが望ましい

要約: 以下の全項目を 1 つの要約にまとめてください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を 3 点まで、URL リ
ンクを 4 点、アップロードできます。
• 貴社のソリューションやサービスにマイクロソフト テクノロジーを利用することによって、製造およびリソース分野向けに どの
ように変革を実現したかを技術面およびビジネス面から説明してください。どのように貴社のソリューションは顧 客のデ
ジタル トランスフォーメーションの成功に向けた始動に役立ちましたか?
• 貴社ソリューションまたはサービスは、特定の製造およびリソース分野の顧客に限定されますか? それとも、広範な 市場
への可能性/採用がありますか? • 優れた顧客体験や顧客満足の証拠となる外部参照またはデータ ソース (出版
物、事例、ビデオ、顧客の推薦 状など) をアップロードまたは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で利用しているマイクロソフトのテクノロジーとその利用方法について説明してください
(Modern Workplace、Business Applications、Applications & Infrastructure、Data & AI)
• これらのテクノロジーによって製造およびリソース分野向けニーズをどのように満たしている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によって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がどの程度増えたかについても詳
しく説明してください。このソリューションでどのようにクラウド テクノロジーの成長とトランスフォーメーション を促進したかに
ついても示してください。
• 顧客向けのソリューションやサービスによって解決した問題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
及ぼした影響、導入前/後のシナリオの比較、および顧客が得たメリットを数値で示してください。
o 顧客参照を 2 件提出してください。
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Media & communications（メディア通信）
マイクロソフト テクノロジーをベースにした革新的で独自性のあるメディア・通信分野向けサービスやソリューションの提供で、
優れた実績をあげ、業界でソートリーダーシップを示したパートナー様に授与されます。
このアワードでは、一貫性のある高品質の安定したメディア・通信分野向けサービスやソリューションに加えて、業界の知識と
スキルが評価されます。また、マイクロソフトの最新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
客の獲得や売上の堅調な伸びによって示される、ビジネス リーダーシップと成功も評価されます。
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た、マイクロソフトとの効果的な取り組みをご紹介ください。
応募資格:
•

2020 年 1 月までに 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 であること

•

Co-sell Ready の業種別ソリューションが正しく実装されていること

•

提供したソリューション、製品、またはサービスに関する顧客事例があることが望ましい

要約: 以下の全項目を 1 つの要約にまとめてください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を 3 点まで、URL リ
ンクを 4 点、アップロードできます。
• 貴社のソリューションやサービスにマイクロソフト テクノロジーを利用することによって、メディア・通信分野向けにどの ように変
革を実現したかを技術面およびビジネス面から説明してください。どのように貴社のソリューションは顧客の デジタル トラン
スフォーメーションの成功に向けた始動に役立ちましたか?
• 貴社ソリューションまたはサービスは、特定のメディア・通信分野の顧客に限定されますか? それとも、広範な市場 への可
能性/採用がありますか? • 優れた顧客体験や顧客満足の証拠となる外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、ビ
デオ、顧客の推薦 状など) をアップロードまたは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で利用しているマイクロソフトのテクノロジーとその利用方法について説明してください
(Modern Workplace、Business Applications、Applications & Infrastructure、Data & AI)
• これらのテクノロジーによってメディア・通信分野向けニーズをどのように満たしている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によって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がどの程度増えたかについても 詳しく説明し
てください。このソリューションでどのようにクラウド テクノロジーの成長とトランスフォーメーションを促進し たかについても示し
てください。
• 顧客向けのソリューションやサービスによって解決した問題について説明してください。可能であれば、顧客の問題 点に及
ぼした影響、導入前/後のシナリオの比較、および顧客が得たメリットを数値で示してください。
o 顧客参照を 2 件提出してください。
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Retail（リテール）
マイクロソフト テクノロジーをベースにした革新的で独自性のあるリテール分野向けサービスやソリューションの提供で、優れた
実績をあげ、業界でソートリーダーシップを示したパートナー様に授与されます。
このアワードでは、一貫性のある高品質の安定したリテール分野向けサービスやソリューションに加えて、業界の知識とスキル
が評価されます。また、マイクロソフトの最新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
獲得や売上の堅調な伸びによって示される、ビジネス リーダーシップと成功も評価されます。
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た、マイクロソフトとの効果的な取り組みをご紹介ください。
応募資格:
•

2020 年 1 月までに 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 であること

•

Co-sell Ready の業種別ソリューションが正しく実装されていること

•

提供したソリューション、製品、またはサービスに関する顧客事例があることが望ましい

要約: 以下の全項目を 1 つの要約にまとめてください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を 3 点まで、URL リ
ンクを 4 点、アップロードできます。
• 貴社のソリューションやサービスにマイクロソフト テクノロジーを利用することによって、リテール分野向けにどのように 変革を
実現したかを技術面およびビジネス面から説明してください。どのように貴社のソリューションは顧客のデジ タル トランスフォ
ーメーションの成功に向けた始動に役立ちましたか?
• 貴社ソリューションまたはサービスは、特定のリテール分野の顧客に限定されますか? それとも、広範な市場への可 能性/
採用がありますか? • 優れた顧客体験や顧客満足の証拠となる外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、ビデオ、
顧客の推薦 状など) をアップロードまたは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で利用しているマイクロソフトのテクノロジーとその利用方法について説明してください
(Modern Workplace、Business Applications、Applications & Infrastructure、Data & AI)
• これらのテクノロジーによってリテール分野向けニーズをどのように満たしているかを説明してください。貴社のソリュー ションま
たはサービスによって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がどの程度増えたかについても詳しく説明してくださ
い。このソリューションでどのようにクラウド テクノロジーの成長とトランスフォーメーションを促進したか についても示してくださ
い。
• 顧客向けのソリューションやサービスによって解決した問題について説明してください。可能であれば、顧客の問題 点に及
ぼした影響、導入前/後のシナリオの比較、および顧客が得たメリットを数値で示してください。
o 顧客参照を 2 件提出してください。

45
応募締切: 2020 年 5 月 13 日 (水) 15:59 (日本時間) まで

Modern workplace awards
Apps & solutions for Microsoft Teams
（Apps & solutions for Microsoft Teams）
この賞は、Teams のコアコラボレーション機能を増幅するアプリケーションを構築し、顧客中心であり、Graph API と
Enterprise セキュリティに関して成功したパートナー様に授与されます。
アプリケーションは以下を実証する必要があります。
⚫

従業員の生産性の向上

⚫

顧客とのエンゲージメント（例：カスタマーサポート/コミュニケーションの改善）

⚫

運用を最適化できること。

⚫

ワークフローが接続可能なこと。

その他の受賞に関しての特徴は以下のとおりです。
•

1 つまたは複数の主要な業界でリーダーシップを発揮していること。

•

ボット、タブ、メッセージング拡張機能など、Teams の機能の少なくとも 1 つを活用していること。

•

有効なソリューションの accessibility features があること。(オプション)。

このアワードでは、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革
新、競争上の差別化、顧客のメリットを実証します。
顧客事例の作成と公開については、公開されている、または公開されている可能性のある顧客事例を含む提出物につい
て検討されます。 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:
•

2020 年 1 月までに Application Development コンピテンシーまたは Application Integration
competency の Gold レベルを取得しているか、Co-sell Ready ISV であること

•

2020 年 3 月までに、Teams Store または AppSource に少なくとも 1 つの公開アプリケーションがあること

•

以下の少なくとも１つ以上のコンピテンシー活を行っていること
o

Collaboration and Content

o

Communications

o

Messaging

o

Project and Portfolio Management

o

Enterprise Mobility Management

o

Windows and Devices

o

DevOps
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要約: 以下の全項目を 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を裏付ける文書を 3 点まで、URL リンク
を 1 点、アップロードできます。字数制限は 8,000 字です (スペースを含む) 。
•

技術的およびビジネスの観点から顧客とのコラボレーションをどのように可能にしたかを提示してください。

•

貴社ソリューションは特定の顧客固有のものですか、それとも幅広い市場での展開がありましたか？優れたパート
ナー体験や満足度を示す外部参照やデータソース（公開された記事、ケーススタディ、ビデオ、顧客の声などへの
リンク）をアップロードまたは提供してください。

•

ソリューションまたはサービスによってどの Microsoft テクノロジが活用されているか、どのように活用されているかを
提示してください （現代の職場、ビジネスアプリケーション、アプリケーションとインフラストラクチャ、データと AI）。

•

これらのテクノロジーの使用がパートナーのニーズにどのように対応したかを説明してください。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供してくださ
い。

•

お客様のためにソリューション/サービスが解決した問題を説明してください。可能であれば、顧客の問題点への影
響を特定し、シナリオの前後のコントラストを明確にし、顧客が受ける利益の指標を提供してください。
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Calling and meetings for Microsoft Teams
（Calling and meetings for Microsoft Teams）
Calling and meetings for Microsoft Teams による革新的な通話および会議ソリューションの提供において実証済みの
専門知識を持つパートナー様 に授与されます。応募に際しては、貴社が通信サービスを Skype for Business から
Microsoft Teams に移行しているこ と、および/または貴社が Microsoft Teams の通話機能と会議機能を追加して、
既存のポートフォリオを補完し、エンド ツーエンドのソリューションを提供していることを示す必要があります。これには、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、展開ロードマップ、マネージド サービス、サポートが含まれます。
受賞のためには、貴社のソリューション によって顧客がビジネス上の課題をどのように解決し、競争他社に勝利し、
Microsoft Teams 上でのインテリジェント コ ミュニケーションの力を活用したかを事例で示す必要があります。
応募資格:
⚫

2020 年 1 月までに Cloud コンピテンシーの Gold レベルを取得していること

⚫

Communications コンピテンシーの Gold または Silver を取得していること

⚫

貴社内で Microsoft Teams を展開していること

⚫

Microsoft Teams の通話および/または会議機能を貴社 Web サイトで公開していること

要約: 以下の全項目を 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を裏付ける文書を 3 点まで、URL リンク
を 1 点、アップロードできます。字数制限は 8,000 字です (スペースを含む) 。
•

通話、会議、会議室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）パートナー様に提供したサービスは何ですか？ （2）これらのサービスは、他のパートナー様または市場で貴
社をどのような特徴的な位置付けをしましたか、またパートナー様は貴社どのような革新を実証しましたか？
（3）現在、いくつのパートナー企業にサービスを提供していますか？ （4）マイクロソフトが提供したツールとリソー
ス（チームワーク評価、通話と会議に関する Microsoft Teams パートナーガイドなど）およびその他のリソースを
https://aka.ms/teamscallingmeetings で使用した方法を説明してください。 該当する場合は、FastTrack、
追加プログラム、およびリソースを使用して顧客による展開と採用を促進する方法の詳細も含めてください。

•

Microsoft Teams の通話機能と会議機能で顧客ニーズを満たすために貴社のソリューションをどのように活用し
たかを顧客の具体的な成功事例で示してください。顧客にもたらしたメリット、貴社が顧客のビジネス目標の達
成にどのように貢献したかを説明してください。また、業界または業種別ソリューションも指定してください。顧客が
ソリューションの一部として Teams の新しい通話機能と会議機能をどのように使用しているかを示してください。

•

Microsoft Teams の電話および会議がパートナー様のニーズをどのように満たしたかを提示してください。 パートナ
ー様への利点とビジネス目標を達成するのをどのように支援したかを説明してください。 パートナー様がチームで通
話機能や会議機能をどのように使用しているかを説明し、有効にした革新的なユースケースを提示してください。
Microsoft Teams 会議室など、ソリューションに展開されたデバイスも含めてください。
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•

Microsoft Teams の通話機能と会議機能向けの貴社のサービスまたはソリューションがどのように顧客の総所有
コストの低減に貢献し、ユーザー エクスペリエンスの向上および業務プロセスの効率向上を実現したかを示してくだ
さい。成果を数値で示して証明してください。

•

貴社のソリューションに Microsoft Teams の通話機能と会議機能を利用することによって、顧客はどのように競
争優位を得られましたか? どのようなソリューションまたはサービスが競合していましたか? (該当する場合)

•

提供されたソリューションが Office 365 のアクセシビリティ機能を活用して、より包括的なソリューションを提供した
ことを提示してください。
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Modern endpoint management
（Modern endpoint management）
このアワードは、IT 企業がエコシステムを低コストで管理できるようにしながら、デバイス管理と ID を近代化するのに役立つ
実績のある専門知識を持ったパートナー様表彰します。 Windows 10 および Office 365 Pro Plus 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パートナー様の
Windows Autopilot への移行、およびデバイス管理のための Microsoft Endpoint Manager の活用が含まれます。 こ
の賞を受賞されるパートナー様は、顧客に独自のビジネス価値を提供しながら、革新的なサービスを提供していることです。
プロセスの簡素化、ユーザーエクスペリエンスの強化、セキュリティ態勢の強化、デバイスの展開と管理プロセスの改善、およ
び顧客が Windows 10 および Office 365 ProPlus の常緑ビルドを実行することを保証することにより授与されます。
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とコンプライアンスを強化し、パートナーの独特なプロセスと知的
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スマートエンドポイントを網羅する必要があり
ます。
パートナーソリューションは、デスクトップアナリティクス、Microsoft Defender Advanced Threat Protection
（MDATP）、Azure Active Directory Premium、Windows 10 基幹業務アプリケーションなど、他のサポートテクノロ
ジーに焦点を当ててることが理想的です。
顧客事例の作成と公開については、公開されている、または公開されている可能性のある顧客事例を含む提出物につい
て検討されます。 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:
•

2020 年 1 月までに Application Development コンピテンシーまたは Application Integration
competency の Gold レベルを取得しているか、Co-sell Ready ISV であること

•

顧客向けのエンドポイント管理ソリューション（Azure Active Directory、Intune、共同管理が有効な
ConfigMgr など）を展開していること

•

MPN パートナー様 (更新、支払いなどが完了している MPN メンバー) であること)

要約: 以下の全項目を 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を裏付ける文書を 3 点まで、URL リンク
を 1 点、アップロードできます。字数制限は 8,000 字です (スペースを含む) 。
•

最新のエンドポイント管理製品の範囲は以下の通りです：（1）どのようなサービスを顧客に提供しています
か？ （2）これらのサービスは、他のパートナーと比較して貴社をどのように位置づけますか？ （3）現在、いくつ
の顧客組織にサービスを提供していますか？

•

貴社が対処した顧客の問題点。 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、顧客への問題
/機会の影響に関する具体的な詳細を提示してください。
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•

作成された特定のビジネスインパクト（つまり、セキュリティ/コンプライアンスの強化、導入の加速、運用コストの
削減、ビジネスの生産性、顧客満足度など）を含め、サービスまたはソリューションが上記の問題にどのように対
処したかを提示してください。 使用された Microsoft Endpoint Manager、Intune、ConfigMgr、Desktop
Analytics、Azure Active Directory、Windows 10 および Office 365 ProPlus に固有の機能（Windows
Autopilot など）を具体的に参照してください。

•

パートナー組織は成長に向けてどのように位置付けられましたか？ 技術およびビジネスの観点から、競争力のある
顧客エンゲージメント向上のためにどのように役立ちましたか？

•

このソリューションは特定の顧客固有のものですか、それともより広範囲な市場の可能性がありますか？ 優れた
顧客体験または満足度を示す外部参照やデータソースをアップロードまたは提供してください（公開された記事、
ケーススタディ、ビデオ、顧客の声などへのリンク）。

•

ソリューションに対する顧客満足度はどのように測定しましたか? また、結果を示してください。優れた顧客体験や
顧客満足の証拠となる外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、ビデオ、顧客の推薦状など) をアップロード
またはリンクを提示してください。
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Modern workplace for firstline workers
（Modern workplace for firstline workers）
このアワードでは Firstline Worker の視聴者を引き付けることで、パートナー企業が職場を変革するのを支援することで、
実質的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。 Firstline Worker は、小売、ホスピタリティ、旅行、
製造などの業界全体のサービスで働く世界中の 20 億人以上の人々のことを指します。 Firstline Worker は、多くの世
界最大の産業のバックボーンを形成しています。 この従業員は、Firstline Worker の効率を最大化し、コミュニケーションを
合理化し、接続を深めるマイクロソフトパートナーソリューションの未開拓の市場を表します。
Microsoft Teams を使用した Firstline ワーカーソリューションの構想と展開、オーディエンスを対象とする導入サービスの提
供、または Firstline ワーカーのデジタル変革を可能にする Teams のコアコラボレーション機能を増幅するアプリケーションの
構築を通じて、このオーディエンスに関与した可能性があります。 このカテゴリの最適なソリューションは、顧客中心であり、
優れたモバイルエクスペリエンスを提供し、ID とデバイスの管理を通じてエンタープライズセキュリティ事項に対処しました。 こ
の賞は、Firstline Worker に特別な注意を払ったパートナーを表彰するものであり、顧客事例を通じて、Firstline の生産
性と満足度の向上、または関連コストの削減を実証できます。
次のいずれかの方法で Firstline Worker を支援します。
✓

Firstline ワーカーの支援強化

✓

顧客への関与

✓

オペレーションの最適化

✓

ワークフローへの接続

さらに、パートナー様は、小売業、ヘルスケア、製造業、金融、ホスピタリティ業、人事管理、労働管理など、1 つまたは複
数の主要産業でリーダーシップを持っていることが必要になります。
受賞の選定には、革新性、差別化、顧客のメリットを実証するもので、効率、成長、収益性の向上につながり、Firstline
ワーカー向けの Microsoft 365 ソリューションの価値を提示する必要があります。
応募資格:
•

2020 年 1 月までに Application Development コンピテンシーまたは Application Integration
competency の Gold レベルを取得しているか、Co-sell Ready ISV であること

•

2020 年 3 月までに少なくとも 1 つの公開アプリケーションを Teams Store または AppSource にて公開し
ていること。

•

MPN パートナー様 (更新、支払いなどが完了している MPN メンバー) であること)

•

以下の少なくとも１つ以上のコンピテンシー活を行っていること:
o

Collaboration and Content

o

Communications

o

Messaging
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⚫

o

Cloud Productivity

o

Project and Portfolio Management

o

Enterprise Mobility Management

顧客事例の作成と公開については、公開されている、または公開されている可能性のある顧客事例を含む提出
物について検討されます。 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: 以下の全項目を 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を裏付ける文書を 3 点まで、URL
リンク を 1 点、アップロードできます。字数制限は 8,000 字です (スペースを含む) 。
⚫

ソリューションまたはサービスでマイクロソフトテクノロジを使用することで、技術的およびビジネスの観点からパートナ
ーの変革がどのように可能になったかを説明してください。

⚫

優れた顧客体験や顧客満足の証拠となる外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、ビデオ、顧客の推薦
状など) はありますか? もしある場合、提示してください。

⚫

ソリューションまたはサービスでどの Microsoft テクノロジがどのように活用されているかを提示してください。
（Exchange Online、Teams、SharePoint Online、Microsoft Enterprise Mobility + Security など）

⚫

これらのテクノロジーの使用がパートナーのニーズにどのように応えたかを説明してください。 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供してくださ
い。

⚫

ソリューションに対する顧客満足度はどのように測定しましたか? また、結果を示してください。優れた顧客体験や
顧客満足の証拠となる外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、ビデオ、顧客の推薦状など) をアップロード
またはリンクを提示してください。
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Project and portfolio management 2020
（プロジェクト及びポートフォリオ管理 2020）
以下の条件を満たした PPM パートナー様に授与されます。
⚫

マイクロソフトの子会社である Product Marketing Managers (PMM) および販売店と一貫した Project Online
マーケティング業務を行っていること

⚫

Project Online 業務において実装の実績があり、その結果としてユーザー採用が拡大し、顧客のビジネス目標 達成
を支援していること

応募に際しては、関連するお客様の推薦や公開された事例などのデータに基づいて、貢献を裏付ける詳細な証拠を提供
する必要があります。1 回の応募で Project Online の実装、成功事例を複数示すことができます。Project Server を基
盤としたソリューションの応募は、評価の対象外です。
応募資格:
•

マイクロソフト パートナー ネットワークに登録し、Project and Portfolio Management コンピテンシーの Gold を
取得していること、また Co-sell Ready ISV MPN メンバーであること

⚫

MPN パートナー様 (更新、支払いなどが完了している MPN メンバー) であること)

⚫

本アワード向けに提出する顧客成功事例を最低 1 件公表していること

要約: 以下の全項目をまとめてください。エントリーを裏付ける文書をアップロードできます。Project Online Practice 向け
応募資料と裏付けとなる文書はすべて英語で作成してください。文字制限は 8,000 字です (スペースを含む)。
一貫したマーケティングと営業の取り組み
⚫

FY20 を通じて、子会社 PMM および販売店との間で一貫したマーケティングの取り組みを行っていることを示し、以
下の 情報を提供してください (できれば Excel 形式)。

⚫

貴社は、マイクロソフトの子会社 PMM との協同マーケティング計画を策定しましたか? している場合は、その計画 の
コピーを提供してください。

⚫

貴社は、当該地域でマーケティングイベントやリード ジェネレーション イベントを何回実施しましたか? 名前、日付、 会
場、参加人数を示したイベントのリストを提供してください。 • 販売店 (SSP および GBB) との業務の頻度はどのくら
いですか? 名前を指定してください。
Project Online の使用
貴社が主導し、マイクロソフトのユーザーベースの拡大につながった Project Online の実装のうち上位 3 つを挙げて、
Project Online 業務の規模と成果を示します。必ず、以下の情報を提供してください。
⚫

顧客企業名、所在地、業種、主要業種、該当する場合、企業 URL

⚫

PPM ソリューションを検討する理由となった顧客のビジネス課題
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⚫

貴社のソリューションまたはサービスを顧客が採用するうえで、貴社が顧客と共に克服する必要があった競合
他社 や課題。移行のためのセールス トーク、サービス内容、その他ベスト プラクティスがあれば、盛り込んでく
ださい。

⚫

実装の規模を、ユーザー数で示してください。PPM ソリューションを積極的に使用しているプロジェクト マネー
ジャー、 チーム メンバー、幹部の数も示してください。今後の展開予定規模を提示することも可能です

⚫

Project Online で顧客が実現しているビジネス メリットを説明してください。PPM ソリューションはどのように
顧客 の主要ビジネスに影響を及ぼしましたか? 業績改善を示す、顧客の推薦状や数値を示してください。

⚫

Project Online の実装で活用した他の Office 365 製品 (Teams、PowerBI、Visio Online、
SharePoint Online など) を説明してください。
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Security and compliance（セキュリティとコンプライアンス）
Microsoft 365 や Microsoft Azure のマイクロソフトのセキュリティ機能とコンプライアンス機能に基づくエンドツーエン ドの
ソリューション (その対照はワンポイント ソリューション) を顧客に提供する活動において、優れた実績をあげたパート ナー様に
授与されます。
顧客は、信頼できるアドバイザーを求めており、セキュリティとコンプライアンスの専門知識を持つマイクロソフト パートナー 様
は、顧客がセキュリティとコンプライアンスに関する目標を達成するうえで重要な役割を果たします。クラウドへの移行 を検
討中の組織は、自社のデータが安全であると確信できなければなりません。組織は、信頼できるソリューションを 選択し、
適切な人材、プロセス、テクノロジーを整備しておく必要があります。セキュリティに関しては多くの顧客が受け 身であり、環
境を十分に保護するための社内の専門知識が十分でない可能性があります。
セキュリティとコンプライアンスはマイクロソフトにとって重要分野であり、マイクロソフトは有能なパートナー様のご協力のも と、
顧客のセキュリティの継続的な保護を目指します。Microsoft 365 は、Enterprise Mobility Security から Office 365、
Windows 10 にいたるまで、豊富なソリューションを取り揃えています。それぞれ、独自のセキュリティ機 能を基盤としていま
す。
エントリーが高い評価を受けるには、Microsoft 365 E5 の全スタックと Microsoft Azure を利用したソリューションを 示す
必要があります。たとえば、Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP)、Office 365 Advanced
Threat Protection、Azure Advanced Threat Protection 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です。 Microsoft 365 の機能は進化し
続けているため、Microsoft Threat Protection、Microsoft Information Protection、 Security Management など
の最新機能を使用して、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 の一般提供に伴って、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 サービスのソリュー
ションを構築するパートナー様も評価されます。 Microsoft 365 のセキュリティおよびコンプライアンス機能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、オ ンプレミスの顧客やマイクロソフトの競合他社の顧客、またはスタンドアロン SKU
(Office 365、EMS、Windows 10) からの単一ソリューションのアップグレードを利用していた顧客を Microsoft 365 E5 に
移行させた成功事例も示してく ださい。
つまり、パートナー様がエンドツーエンドの Microsoft 365 E5 の成功を示せる、あるいは補足的に再現可能な IP を含 める
応募が優先されます。
応募資格:
•

セキュリティ コンプライアンスおよび FastTrack 対応パートナーの Co-sell Ready パートナー

•

MPN パートナー様 (更新、支払いなどが完了している MPN メンバー) であること)
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要約: 以下の全項目を 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、 URL リンクを 1 点、アップロードできます。字数制限は 8,000 字です (スペースを含む)
• デジタル トランスフォーメーション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 E5
のセキュリティおよびコンプライアンス ソリューションをフル活用することにより、セキュリティとコンプライアンスに関する
顧客の目標達成に貢献した貴社の専門知識とソリューションまたはサービスについて、具体的な事例をあげてくだ
さい。
• Microsoft 365 E5 を使用することによって顧客が得たメリットは何ですか? たとえば、Microsoft 365 を基盤とする
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のベンダー数を削減し、それが顧客の時間とコス
トの削減につながり、セキュリティに取り組む顧客の姿勢が向上した、などのメリットです。出版物、事例、顧客の
推薦状など、素晴らしい顧客体験を記述した具体例を提出すると、高く評価されます。
• 該当する場合、貴社のソリューションで顧客がどのように幅広い業界標準を満たすことができるか説明してください。
GDPR などの規制順守義務や顧客にとって重要なセキュリティ フレームワークに対応した事例などが高く評価され
ます。GDPR Detailed Assessment などの貴社の Microsoft 365 ベース ソリューションまたはツールが、顧客のニ
ーズ達成にどのように貢献したかを示してください。
• 貴社の Microsoft 365 セキュリティおよびコンプライアンス ソリューションは、競合ソリューションでは解決できない顧
客の課題をどのように解決しましたか? 貴社のソリューションで Microsoft 365 テクノロジーを利用することによって、
競合他社に勝利した事例を説明してください。
• 貴社ソリューションの複数の顧客への拡販計画について示してください。ライセンスを取引するだけでなく、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 シナリオを期待して
います。
注: セキュリティおよびコンプライアンス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、業界とソリューションの規模を示してください。
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Teamwork（Teamwork）
クラス最高の Microsoft Teamwork ソリューションを提供して顧客のデジタル トランスフォーメーションをサポートする優れた
能力を示したパートナー様に授与されます。Teamwork ソリューションは、SharePoint Online、OneDrive、Exchange
Online、Yammer、Microsoft Teams などのテクノロジーを利用している必要があります。応募するパートナー様は、そのソ
リューションがエンドツーエンドの Teamwork ビジョンの提供に大きな影響を及ぼし、Microsoft 365 による顧客のコラボ レ
ーションに大改革をもたらしたことを示す必要があります。
下記のコンピテンシーを取得しており、顧客の SMB からエンタープライズ規模の展開をサポートするシステム統合またはアプ
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。ソリューションによってどのように顧客のビジネス課題を解決し、
可能な場合は、競争に勝利したかを示す必要があります。Teams の会議機能と通話機能を主とするエントリーについて
は、 Intelligent Communications (インテリジェント コミュニケーション) 部門に応募してください。

応募資格:
•

2020 年 1 月までに Cloud Platform コンピテンシーの Gold レベルを取得しているか、Co-sell Ready ISV パートナ
ーであること

•

MPN パートナー様 (更新、支払いなどが完了している MPN メンバー) であること)

要約: 以下の全項目を 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、
URL リンクを 1 点、アップロードできます。字数制限は 8,000 字です (スペースを含む)
• 貴社ソリューションが意図した顧客ビジネス チャンスと業界、実現した価値/ビジネス インパクト (コスト削減、効率向
上）について説明してください。可能な場合、事例を示す URL を付けて成果を数値で示して、顧客満足度、ソリューショ
ンの幅広い利用について詳しく示してください。
• 貴社のソリューションは市場でどのように差別化されていますか? 具体的には、Office 365 およびマイクロソフトのその 他
のテクノロジーを利用して技術革新をどのように示しましたか? このソリューションは、特定の顧客 1 社に限定されますか? そ
れとも、より広範な市場への可能性がありますか? 使用したマイクロソフトのテクノロジー、および可能な場合は 対象業種
を説明してください。
• 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することによって、競争に勝利した事例を、技術面およびビジネ ス
面から説明してください。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りましたか? もしくは、顧客の既
存のライセンスを使用しましたか? このソリューションの設計/開発/実装/統合において、他のマイクロソフト パート ナーと協業
しましたか?
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Other awards
Advisory services（アドバイザリーサービス）
マイクロソフトのコンサルタントおよびアドバイザリーサービス として大きな成功を収め、グローバルな規模で顧客重視によるマ
イクロソフトと協力して成功を示し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 Azure および/または
Dynamics プラッ トフォームを基盤に、差別化した価値と顧客体験を示す必要があります。Microsoft Cloud プラットフォ
ームによってどのように製品のさらなる差別化とイノベーションを図り、革新的なビジネス モデルを構築したかについて示してく
ださい。また、マイ クロソフトのパートナー ファーストのビジョン、たとえば GTM および Cosell プログラムによってクラウド ビジネ
スの成長が加速さ れ、その結果として Microsoft Cloud の消費が増大したことも示してください。
応募資格:
⚫

2020 年 1 月までに Cloud Business Applications コンピテンシーの１Gold レベルを取得している、また Cosell Ready ISV MPN メンバーであること

⚫

MPN パートナー様 (更新、支払いなどが完了している MPN メンバー) であること)

⚫

提供したソリューション、製品、またはサービスに関する顧客事例があることが望ましい

要約: 以下の全項目を 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、
URL リンクを 1 点、アップロードできます。字数制限は 8,000 字です (スペースを含む)
•

Microsoft テクノロジを活用して顧客のビジネス変革をどのように推進させたかを説明してください。具体的にどの
ようなソリューションを活用して、顧客がデジタル変革の成果を推進させたのかを説明してください。

•

貴社のソリューションは市場でどのように差別化されていますか? 具体的には、Office 365 およびマイクロソフトの
その 他のテクノロジーを利用して技術革新をどのように示しましたか? このソリューションは、特定の顧客 1 社に限
定されます か? それとも、より広範な市場への可能性がありますか? 使用したマイクロソフトのテクノロジー、および
可能な場合は 対象業種を説明してください。

•

アドバイザリーサービスでどの Microsoft テクノロジーが活用されているか、どのように活用されているかを提示してく
ださい。 （現代の職場、ビジネスアプリケーション、アプリケーションとインフラストラクチャ、データと AI）。

•

これらのテクノロジーの使用が顧客ニーズにどのように応えたかを説明してください。 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供してください。

•

顧客向けのソリューションやサービスによって解決した問題について説明してください。可能であれば、顧客の問題
点に及ぼした影響、導入前/後のシナリオの比較、および顧客が得たメリットを数値で示してください。
o 顧客参照を 2 件提出してください。
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Alliance global ISV（アライアンス グローバル ISV）
マイクロソフトのグローバル マネージド ISV として大きな成功を収め、グローバルな規模で顧客重視によるマイクロソフトと協
力して成功を示し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 Azure および/または Dynamics プラッ
トフォームを基盤に、差別化した価値と顧客体験を示す必要があります。Microsoft Cloud プラットフォームによってどのよ
うに製品のさらなる差別化とイノベーションを図り、革新的なビジネス モデルを構築したかについて示してください。また、マイ
クロソフトのパートナー ファーストのビジョン、たとえば GTM および Cosell プログラムによってクラウド ビジネスの成長が加速さ
れ、その結果として Microsoft Cloud の消費が増大したことも示してください。
応募資格:
マイクロソフトのグローバル マネージド ISV 企業として、PR、事例、Web サイトなど、Microsoft Azure への公

•

的 なコミットメントを示せること
独自の Microsoft Cloud プラットフォーム テクノロジー (クラウド サービス、Azure Data Services、AI、

•

Dynamics) を ISV ソリューションで活用していること
•

ISV ソリューションが、複数の地域において Microsoft Cloud プラットフォームで成功していること

•

ISV ソリューションが、FY20 末までに、Azure Marketplace または AppSource を通じて、あるいは店舗のいず
れかでの業務を通じて一般に利用できること

要約: 以下の全項目を 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、
URL リンクを 1 点、アップロードできます。字数制限は 8,000 字です (スペースを含む)
•

貴社のクラウド サービスで、どのように独自の価値を顧客に提供し、競合する ISV との差別化を図れるかを説
明 してください。ビジネス モデルをどのようにクラウドに適応させ、それが顧客の問題点をどのように解決しまし
たか?

•

ソリューションの開発に、マイクロソフトのどの主要テクノロジーを使用しましたか? 解決までの時間を加速したテ
クノロジーはどれですか?

•

パイプラインを拡大し、営業チャンスを加速するために、マイクロソフトの GTM および/または Co-Sell プログラ
ムをどのように使用したかを説明してください。

•

貴社のソリューションを使用した優れた顧客事例の証拠となる外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、
ビデオ、顧客の推薦状など) をアップロードまたはリンクを提示してください。
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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）
このアワードは、顧客の D&I 問題解決に貢献にする、マイクロソフト テクノロジーをベース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の提供で優れた実績をあげ、ダイバーシティとインクルージョン分野でソート リーダーシップを示したパートナ
ー様に授与されます。
D&I は、組織力と業績の向上、イノベーションと市場価値に戦略的にますます重きを置くようになっています。テクノロジーと
業界の変革を促すためにマイクロソフトが目指しているのが、あらゆる組織であらゆる人材からのアイデア、スキル、経験、リ
ソースを最適化できるようなソリューションとサービスです。このアワードでは、一貫性のある高品質の安定したサービスやソ リュ
ーションの提供に加えて、D&I 業界の専門知識とスキルが評価されます。また、マイクロソフトの最新テクノロジーをソ リュー
ション プラットフォームとして利用することで、新規顧客の獲得や売上の堅調な伸びによって示される、ビジネス リーダーシッ
プと成功も評価されます。
応募に際しては、マイクロソフト パートナー ネットワークを活用した、マイクロソフトとの効果的な取り組みをご紹介ください。
応募資格:
•

2020 年 1 月までにコンピテンシーの Silver を取得しているか、Co-sell Ready ISV であること

•

MPN パートナー様 (更新、支払いなどが完了している MPN メンバー) であること

•

Microsoft パートナー センターの最新のマーケティング プロファイルを保有していること (任意、該当する場合)

•

提供したソリューション、製品、またはサービスに関する顧客事例

要約: 以下の全項目を 1 つの要約にまとめてください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を 4 点まで、URL リ
ンクを 4 点、アップロードできます。
1. 貴社サービスまたはソリューションが意図したダイバーシティおよびインクルージョンに関する顧客の課題やビジネス チャン
ス
a. 顧客参照を 2 件提出してください。
2. ダイバーシティおよびインクルージョンに関する貴社のソリューションまたはサービスは、顧客が目に見える業績を達成す
ることに、どのように貢献しましたか?
3. ダイバーシティおよびインクルージョンに関する貴社のソリューションまたはサービスは、特定の顧客に向けたカスタム プロ
ジェクトですか、それとも再現可能で拡張性がありますか?
a. 優れた顧客体験や顧客満足の証拠となる外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、ビデオ、顧客 の推薦状
など) をアップロードまたはリンクを提示してください。
4. 貴社のソリューションやサービスで利用、適用しているマイクロソフトのテクノロジーの利用、適用方法について説明して
ください (Modern Workplace、Business Applications、Applications & Infrastructure、Data & AI)
5. ダイバーシティおよびインクルージョンに関する貴社のソリューションまたはサービスはいつごろから顧客に提供しています
か? どのようにこのソリューションやサービスを展開し、投資を行っていきますか (ロードマップ、サービス、市場 導入など)?
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Commercial marketplace
（コマーシャルマーケットプレイス）
コマーシャルマーケットプレイスパートナーオブザイヤー賞は、Microsoft のコマーシャルマーケットプレイス（Azure
Marketplace または Microsoft AppSource）を介して革新的でユニークなソリューションを提供することに優れているパー
トナー様に授与されます。
受賞には、市場の販売とマーケティングの専門知識、ならびに市場の顧客への一貫した高品質で予測可能な配信を実
証する必要があります。 成功した参加者は、商業市場プラットフォームを介した新規顧客の追加、請求販売、Azure 消
費、または請求シートの大幅な成長を通じて、ビジネスリーダーシップと成功を実証します。
このアワードを申請するパートナー様は、マーケットプレイスリワードを利用してソフトウェアソリューションまたはアプリケーションの
需要を生み出し、販売することにより、マイクロソフトとの有用な関係を示す必要があります。
応募資格:
⚫

2020 年 1 月までにコンピテンシーの Silver を取得しているか、Co-sell Ready ISV であること

⚫

MPN パートナー様 (更新、支払いなどが完了している MPN メンバー) であること

⚫

顧客が Microsoft AppSource または Azure Marketplace のいずれかで取引できる 1 つ以上のソリューション
を持っていること

⚫

コマーシャルマーケットプレイスでの実績のある顧客獲得および販売、消費者収益、請求済みシートのいずれかに
該当していること。

要約: 以下の全項目を 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、
URL リンクを 1 点、アップロードできます。字数制限は 8,000 字です (スペースを含む)
•

提出物には、注目したい商業市場にリストされているソリューションまたはサービスを提示してしてください（ライブリ
スティングへのリンクを含む）。

•

ソリューションまたはサービスでどの Microsoft テクノロジが活用されているか、またどのように活用されているかを提
示してください。 （Dynamics、Power Platform、Microsoft 365、Microsoft Azure など）。

•

マイクロソフトの商用マーケットプレイス（Microsoft AppSource または Azure Marketplace）の使用がビジネ
スの成長にどのように役立ったかを説明してください。

•

提示したソリューションリストの効果を提示してください。 たとえば、顧客との取引の規模、リード数、新しい地域で
の売上、Azure が消費した収益など。

•

ビジネスを成功するために採用または成功した販売およびマーケティング戦略を提示してください。 これらのいずれ
かが Marketplace Rewards プログラムによって提供される特典であったかどうかに注意してください。

•

コマーシャルマーケットプレイスが顧客のニーズにどのように貢献したかを説明してください。 ソリューションがマイクロソ
フトのプラットフォーム/テクノロジの使用をどのように増加させたかについての詳細も提供してください。 このソリュー
ションが、コマーシャルマーケットプレイスを介したクラウドテクノロジーによる成長と変革のためにどのように位置付け
られているかを提示してください。
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•

コマーシャルマーケットプレイスにおける顧客成功事例を 1 つまたは複数提示してください。その場合は提出物にリ
ンクを添付してください。
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Community Response（コミュニティーレスポンス）
コミュニティーレスポンスパートナーオブザイヤー賞では、世界中が今まで経験したことのない時代を迎えている中で、
Microsoft テクノロジーに基づいた革新的でユニークなサービスまたはソリューションを提供し、顧客とコミュニティの課題解決
に貢献したパートナー様に授与されます。 今年は、新型コロナウィルス（COVID-19）大流行の中で社会に貢献したパート
ナー様を表彰したいと思います。
マイクロソフトパートナーの皆様は、お客様にテクノロジーとビジネス変革を提供する中核を担っています。現在、これまで以
上に顧客の要望を叶えるよう互いに協力し、協働したイノベーションを進めていく必要があります。 世界中で先の見えない
状況は続いていますが、非常に困難な時代に直面している中でも、パートナーシップと革新のすばらしい事例から多くの希
望を見出すことができます。 私たちはこういった希望を見出せるようなビジネス事例を伺い、この困難な時期にポジティブな
影響を与える努力を続けているパートナーの方々を表彰したいと思います。
応募資格:

• 2020 年 3 月までに Silver のコンピテンシーを取得しているか、Co-sell Ready ISV であること
• MPN パートナー様 (更新、支払いなどが完了している MPN メンバー) であること
• 現在、 Microsoft Partner Center のマーケティングプロファイルを有していること。
• 提供したソリューション、業務、サービスに関する事例や参照できる情報を保有していること。
• Microsoft の商業用マーケットプレイス（ Microsoft AppSource か Azure Marketplace）に１つ以上のソリ
ューションを持っていること。
要約: パートナー様には、エグゼクティブサマリーのフォーマットで以下の特定の点に関してより詳しく説明することが求められ
ます。パートナー様は、エグゼクティブサマリー/申し込みに際して最大 3 つの参照資料をアップロードすることができます（参
照 URL は、サマリーまたは参照資料に記載してください。）サマリーの文字制限は 8,000 字です。（文字数には空白／
スペースを含みます。）
•ソリューション、サービスが対応した課題、機会について説明してください。
•顧客に関する情報を 1 つ提供してください。
•提供したソリューションやサービスは、この困難な時代に顧客が課題を克服するのにどのように役立ちましたか？
•ソリューションまたはサービスは、特定の顧客向けのカスタムプロジェクトですか、それとも別の機会にも再現可能なソリュ
ーション、サービスですか。
•優れた顧客体験または満足度を示す外部資料、データソースをアップロードまたは提供してください。（出版されている
記事、事例、動画、顧客インタビューなどへのリンク）
•マイクロソフトテクノロジをどのように活用したのかをご説明ください。(Modern Workplace, Business Applications,
Application & Infrastructure as well as Data & AI）
•ソリューションまたはサービスはいつから顧客が利用できるようになりましたか。また、このソリューションまたはサービスをどの
ように進化させ投資していく予定ですか。 （ロードマップ、サービス、市場における製品の採用状況等）。
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Customer experience（カスタマーエクスペリエンス）
顧客との関係構築に努力し、顧客の期待に応え、顧客満足を達成、またはそれを上回る成果を収めたパートナー様に授
与されます。応募に際しては、カスタマー エクスペリエンスの取り組みが社内の顧客中心主義を推進したこと、その結果、
継続的な収益と顧客ロイヤルティを生み出していることを示す必要があります。顧客体験 (エンドツーエンド) の分析からど
のように主な改善を見極めたのか、また収益、ロイヤルティ、顧客満足度、その他の重要業績指標 (KPI) を改善する革新
的な体験をいかにして新たに作り出したのかを示す必要があります。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
客参照 (または従業員の推薦状) の提出も求められます。顧客からは、マイクロソフトから問い合わせがあることに同意をも
らう必要があります。
応募資格:
•

2020 年 1 月までに 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 であること

•

添付の PPT スライド (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、確認の一環として、マイク ロソ
フトからその顧客に問い合わせがあることに同意したものと見なされます。

要約: 支給した Microsoft Partner of the Year Customer Experience PowerPoint スライドを使用して以下の項
目をまとめてください。このアワードの応募は、以下のとおりです。
⚫

貴社のソリューションの次の点に関して回答してください。 1) このアワードで用いる特定の体験改善に対応するた
めの顧客調査の結果をすべてまとめます。2) 扱ったペルソナ (のトップ) を 1 つ選び、選択したペルソナに対する期
待上位 5 つと、選択したペルソナとのやり取り (タッチポイント) 上位 5、そして 選択したペルソナの問題点上位 3
つを、それぞれ説明します。PowerPoint のスライド 3 ～ 5 に記入してください。

⚫

主なペルソナ（CEO、CFO、CMO など）を 1 つ選択して、以下を説明してください。
1）意思決定の重要な要因、2）選ばれたペルソナの上位 3）選ばれたペルソナの上位 3 の問題点の 回答を
使用して、PowerPoint スライド 6～8 に記入してください。

⚫

貴社のソリューションの次の点に関して回答してください。
1）ステージごとに配信する重要なメッセージ、2）ステージごとの上位 3 つの要望/ニーズ、3）ステージごとの上位
3 つのタッチポイント、4）ステージごとの上位 3 つの問題点、5）各ステージの行動を促すフレーズ の回答を使用
して PowerPoint スライド 10-15 に記入してください。

⚫

選択したペルソナに一致する 5 人のカスタマーで検証してください。（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 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、顧客からの
フィードバックと一致しているかどうかを確認してください。
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⚫

改善した特定の体験を選択して、その体験を測定する方法 (KPI を記載) を説明してください。PowerPoint ス
ライド 18 に記入してください。

⚫

選択した体験改善の ROI をどのようして計算したかについて説明してください。PowerPoint スライド 19 に記入
してください。

⚫

従業員および顧客との対話で学んだ重要点および見識の相違を示してください。PowerPoint のスライド 20 に
記入してください。

⚫

マイクロソフトが顧客に連絡して、インタビューのフィードバックの内容を確認できるように、顧客名と連絡先を
PowerPoint スライド 21 に記入してください。
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Indirect provider（インダイレクト プロバイダー）
従来の取引ビジネス モデルを、価値に基づくソリューション プロバイダー モデルに移行する活動で優れた実績をあげたパート
ナー様に授与されます。ソリューション プロバイダー モデルでは、多くのリセラーにリーチし、パートナー チャネル全体で、使用、
消費、顧客獲得強化を促進します。

この部門は、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。受賞するには、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能力を示す必要があります。顧客による Microsoft Cloud スイートの採用と同スイートの
卓越性を推進するソリューションで優れた業績をあげることで、マイクロソフトの 4 つのソリューション分野 (Modern
Workplace、Applications & Infrastructure、Data & AI, Business Applications) のいずれか 1 つ以上で、どのように
してデジタル トランスフォーメーションのリーダー的役割を果たしたかを示す必要があります。

インダイレクト プロバイダー ソリューションでは、以下のチャネル開発ツールおよびソリューションが重要です。
• ビジネス モデルの変革とイノベーション—Microsoft Cloud サービスと 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、およびトランザクションを大規模に実現
• 最先端の 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た事例
• チャネル開発プログラム—さまざまなタイプのパートナー様を対象とした共通フレームワークの構築。フレームワークを通し
て、最初の販売活動を支援し、顧客生涯価値を最大化。パートナー リーチの拡大と、Microsoft Cloud ワークロードの
頻度と成果、クロスセルの伸びが主に評価されます。
• 組織強化—パートナー様の営業チームと技術チームの変革によって、Microsoft Cloud サービスを中心とするリセラーお
よび ISV ソリューションを位置付け、販売、サポートします。
応募資格:
•

CSP を通してインダイレクト プロバイダーであること

•

2020 年 1 月までに 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 であること

要約: 以下の全項目を 1 つの要約にまとめてください。ソリューションの要約/エントリーを裏付ける文書を 4 点まで、URL リ
ンクを 4 点、アップロードできます。
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 または構成要素の収集、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 (Modern Workplace、Applications & Infrastructure、Data & AI, Business
Applications) のいず れか 1 つ以上で、どのようにして GTM を計画して実行できるようにしたかについて示してください。
•

どのようにして付加価値のある市場機会を見極め、パートナー様のグループを選定したかを説明してください。
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•

パートナーが差別化された付加価値ソリューションを開発するのをどのように支援したか説明してください。IP 開発
におけるプロセスと、貴社の役割については、具体的に記述してください (または、構成要素をソリューションにまと
めます)。 ビジネス モデルについてまとめてください (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)

•

パートナーが GTM を開発し、販売店と、貴社が市場展開で果たした役割を準備するうえで、貴社はどんな支援
をしたか、まとめてください。

•

貴社のインフラストラクチャでどのようにソリューションのプロビジョニングと請求を実現したか、さらにチャネル パート ナ
ーが高い価値のシナリオに顧客をアップセルやクロスセルできるように貴社が果たした役割を説明してください。

•

消費者が、自ら購入したものを使用 (消費) し、解約をしないようにするうえで、パートナーがどのように支援したか、
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どのようなビジネス インテリジェンスを使用しましたか? 期
限切れ通知と更新通知はどのように行いましたか (存在する場合)? 通知のプロセスとサイクルについて説明してく
ださい。貴社のアプローチの結果を示してください。

•

• 1～3 名の顧客への販売から、4～25 名の顧客との取引へとビジネスを徐々に拡大できるよう、このチャネル パ
ー トナーのソリューション販売能力を高めるために SureStep をどのように活用しましたか?

•

• マイクロソフト、インダイレクト プロバイダーの売上、収益にはどのような影響がありましたか?
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Learning（ラーニング）
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あげたパートナー様に授与されます。さまざま
なトレーニング法によって Microsoft Cloud テクノロジーのトレーニングと採用を推進するために貴社が行った、独創性、事
業変革や技術革新、貴社の能力が評価されます。受賞のためには、マイクロソフトによるテクニカル スキルのギャップ解消
と最高品質の顧客体験の提供で具体的な成果をあげる必要があります。
応募の際には、以下のソリューションの提示が必要です。
• クラウドベースの製品トレーニング パスを重視した、複数の資産およびトレーニング法を利用したハイブリッドまたは ブレン
ド ソリューション
• テクニカル 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:
• 2020 年 1 月までに 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 であること
• Learning Option パートナーで Silver または Gold を取得していること • 業績とコンプライアンスの実績があること
要約: 以下の全項目を 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、
URL リンクを 1 点、アップロードできます。字数制限は 8,000 字です (スペースを含む)。
1. トレーニング 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および問題について
具体的に説明してください。その際、顧客のスキル・ビジネス課題や懸念事項、ソリューション導入前/後の違い を説明
してください。
2. 貴社のトレーニング ソリューションを提供するために使用したマイクロソフト トレーニングの資産、トレーニング法、サービ
ス、リソースについて説明してください。
3. 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、技術分野別の具体的なインパクトを説明してください。受講 者
数と習得したスキルの証明について具体的に示してください。Learning-as-a-service で獲得できる技術認定 や修了
認定を記載してください。
4. このソリューションは、特定の顧客に限定されますか? それとも、より広範な市場への可能性がありますか? 優れた 顧
客体験や顧客満足の証拠となる外部参照またはデータ ソース (出版物、事例、ビデオ、顧客の推薦状など) をアップロ
ードまたはリンクを提示してください。
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Microsoft for startups (Microsoft for startups)
Microsoft for Startups パートナーオブザイヤー賞は、Microsoft のテクノロジー（Azure、Power Apps、M365）を活用
した革新的でユニークなソリューションを構築および立ち上げた B2B スタートアップ企業のパートナー様に授与されます。
このアワードは現状の世界的な問題を解決し、Microsoft テクノロジーに基づいて構築された Microsoft go to market リ
ソースを活用したテクノロジーを実証します。授与されたパートナー様は、IP Co-sell、Azure コンサンプション、 コマーシャルマ
ーケットプレイス プラットフォームを介した商業的な成功においても実証されます。
応募資格:
•

2020 年 1 月までに コンピテンシーの Gold レベルを取得しているか、Co-sell Ready ISV であること

•

MPN パートナー様 (更新、支払いなどが完了している MPN メンバー) であること Microsoft for Startup プログ
ラムの登録パートナー。

•

2020 年 1 月までに IP Co-Sell Ready を取得していること

•

Microsoft AppSource または Azure Marketplace で利用可能な 1 つ以上のソリューションを持っていること

•

Microsoft Co-sell プログラムによる実績のあるパートナー獲得

要約: 以下の全項目を 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、
URL リンクを 1 点、アップロードできます。字数制限は 8,000 字です (スペースを含む)。
•提出には、この指名の一部として焦点を当てたいソリューションを提出してください（Azure Marketplace または
AppSource のライブリスティングへのリンクとピッチデッキを含む）。
•貴社ソリューションがマイクロソフトテクノロジをどのように活用して、組織/業界の効率、生産性、パフォーマンスを向上さ
せたかを説明する顧客事例
•ソリューションまたはサービスによってどの Microsoft テクノロジが活用されているか、どのように活用されているかを示しま
す事例。 （Dynamics Power Platform Microsoft 365、Microsoft Azure）
•Microsoft for Startups プログラムがビジネスの構築と成長にどのように役立ったか説明してください。
•Microsoft for Startups プログラムが貴社に与えた影響を提示してください。 たとえば、リードの数、顧客の獲得、新
しい地域での新しい販売など。
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Partner for social impact（社会的影響を与えたパートナー）
NPO のデジタル トランスフォーメーションの加速を支援したクラス最高のマイクロソフト パートナー様に授与されます。受賞の
ためには、マネージド サービスを含むパートナー様のソリューションが NPO の生産性と革新性を高め、結果的に社会に大き
な影響を与えた事例を明確に示す必要があります。
応募資格:
•

2019 年 3 月までに 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 であること

•

Cloud Solution Provider (CSP) プログラムを通して販売したソリューションであること

•

NPO が、資格のある NPO であること

要約: Microsoft Partner of the Year Partner for Social Impact PowerPoint スライド (ツールのリンク) を 使用して以
下の項目をまとめてください。このアワードの応募は、以下のとおりです。
• 実装したソリューションに該当する NPO のソリューション分野または活動。PowerPoint のスライド 5 に記入してください。
• NPO のビジネス課題、提供したソリューション、NPO が与えた社会的影響に関する詳細。最終的に事例として 使用可
能な内容を用意してください。PowerPoint のスライド 6 に記入してください。
• 共に取り組んだ NPO の担当者に関する情報。PowerPoint のスライド 7 に記入してください。
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Solution assessment（Solution assessment）
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、優れた顧客成果をもたらすマイクロソフトソリューションアセスメント
を推進する能力を一貫して実証するパートナー様を表彰します。
受賞には、パートナーが高度なデータ収集（第一または第三ツールによる）およびデータ分析を使用して、顧客価値を最
大化し、リスクを最小限に抑え、IT 投資でより多くの達成するのに役立ちます。
代表的な顧客プロジェクトは、パートナーが顧客の既存の環境を評価し、移行および/または近代化を計画し、Microsoft
ソリューションの導入を加速し、ライセンスを最大化し、クラウドの推奨サイズを適正化し、顧客のビジネスを推進する方法を
示す必要があります。
この賞を申請するパートナーは、Microsoft ソリューション評価プログラムを活用し、ローカルの Microsoft ソリューション評価
フィールドチームと協力して、Microsoft との効果的な関与を実証する必要があります。
応募資格:
⚫

2020 年 1 月までに 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 であること

⚫

MPN パートナー様 (更新、支払いなどが完了している MPN メンバー) であること

⚫

ソリューション評価およびパートナープログラムがアクティブであり、Microsoft が公開しているソリューション評価の少
なくとも 1 つを提供していること。

⚫

ファーストパーティの発見または分析ツールがあること

⚫

サードパーティの発見または分析ツールで認定されていること

⚫

提供されるソリューション、作業、またはサービスに関する顧客事例または参考記事を持っていること

要約: 以下の全項目を 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、
URL リンクを 1 点、アップロードできます。字数制限は 8,000 字です (スペースを含む)。
•

顧客に関する最初の課題点を提示してください。

•

マイクロソフトソリューションアセスメントを使用して、どのようなアプローチし、ソリューションを決定しましたか？

•

プロセス中にどのような課題に直面しましたか？また、どのようにそれらを解決しましたか？

•

顧客のインフラストラクチャの最適化につながったサービスの利点とビジネス効果について説明してください。

•

組織の SAM サービスがクラウドの採用を促進した方法を説明してください。

•

マイクロソフトのソリューション評価をクロスセルおよびアップセルするために、ソリューションビジネスプラクティスをどのよ
うに開発しましたか？ （クラウド経済学、契約の最適化、サイバーセキュリティなど）

•

別のパートナー（P2P）を活用、または管理されたサービスとしてエンゲージメントを提供しましたか？ その場合、事
例を提示してください。

•

サポートドキュメントと検証用のフィードバックを提示してください。
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Surface Hub（Surface Hub）
Surface Hub パートナーオブザイヤー賞は、Microsoft Hub ソリューションをお客様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 のリセラー様に授与されます。
受賞者は、Microsoft Surface Hub のお客様に高品質のサービスを展開し、既存の Surface Hub の顧客ベースを維持
および拡大しながら、新規顧客の獲得を大幅に達成されたパートナー様が対象となります。
この賞のノミネートパートナーは、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提示する必要があります。
最後にこの賞は、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を表彰するものです。受
賞候補は新しい戦略的顧客を確保したか、また主要な顧客を競争力のあるソリューションから Surface Hub に移行した
ことを実証する必要があります。
応募資格：
⚫

2020 年 1 月までに 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 であること

⚫

MPN パートナー様 (更新、支払いなどが完了している MPN メンバー) であること

要約: 以下の全項目を 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、
URL リンクを 1 点、アップロードできます。字数制限は 8,000 字です (スペースを含む)。
FY20 Surface Hub ハイライト:
•

2020 年度に行われた Surface Hub の業績概要を提示してください。

•

Surface Hub パートナーオブザイヤー賞を受賞すべきだと考える理由を説明してください。

Surface Hub 販売業績：
•

FY20 の Microsoft Surface Hub の販売実績を提示してください。

•

収益、キーポイント、積極的な営業活動などに関する具体的な事例を提示してください。

•

Surface Hub への投資:

•

20 年度までの（または計画中の）Microsoft Surface Hub への投資概要を説明してください。

•

以下の具体的な詳細を提示してください
：顧客マーケティング＆リードジェネレーションキャンペーン、従業員トレーニング、テクノロジーの採用、革新。

Surface Hub 顧客成功事例:
•

FY20 の Surface Hub に関する成功事例を提示してください。

•

顧客ユースケース、ユニット数、展開段階、顧客ビジネスの満足度及び影響、将来的なの顧客成長など、重要
な成功事例に関する具体的な詳細を提示してください。

Surface Hub カスタマーへの提供:
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•

お客様の Surface Hub の提供範囲を説明してください。

•

Surface Hub のお客様に提供するサービスの説明してください。

•

Surface Hub ソリューションとサービスで成功するための具体的な方法を説明してください。 これらのサービスは、
他の Surface パートナーと比較して、どのような独立的な位置づけを示していますか？

•

技術的またはビジネスの観点から、競争に対して Surface の機会を獲得する上で、どのようにオファリングが成功
したかについての具体例を提示してください。

Surface + Microsoft Integration:
•

Surface Hub の顧客サービスにどの Microsoft テクノロジが組み込まれているか、またどのように組み込まれてい
るかを提示してください。
例：モダンワークプレイス、ビジネスアプリケーション、アプリケーションとインフラストラクチャ、データと AI。
Microsoft M365 固有の具体的な機能(teams など)を提示してください。
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Surface PC
（Surface PC）
Surface PC パートナーオブザイヤー賞は、Microsoft Surface PC デバイスソリューションをお客様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。
受賞者は、Microsoft Surface のお客様に高品質のサービスを提供し、既存の Surface の顧客ベースを維持および成長
させながら、新規顧客の獲得を大幅に達成されたパートナー様が対象となります。
この賞のノミネートパートナーは、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について言及できる必要があります。
最後に、この賞は Surface の機能と販売パイプラインの構築に多大な投資を行ったパートナー様を表彰するものです。 受
賞候補は、新しい戦略的な顧客を確保したり、主要な顧客を競争力のあるソリューションから Surface に移行したことを
実証する必要があります。
応募資格:
⚫

2020 年 1 月までに 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 であること

⚫

MPN パートナー様 (更新、支払いなどが完了している MPN メンバー) であること

要約: 以下の全項目を 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、
URL リンクを 1 点、アップロードできます。字数制限は 8,00 字です (スペースを含む)。
FY20 Surface PC ハイライト:
•

2020 年度に行われた Surface PC の業績概要を提示してください。

•

Surface PC パートナーオブザイヤー賞を受賞すべきだと考える理由を説明してください。

Surface Hub 販売業績：
•

FY20 の Microsoft Surface PC の販売実績を提示してください。

•

収益、キーポイント、積極的な営業活動などに関する具体的な事例を提示してください。

•

Surface PC への投資:

•

20 年度までの（または計画中の）Microsoft Surface PC への投資概要を説明してください。

•

以下の具体的な詳細を提示してください
：顧客マーケティング＆リードジェネレーションキャンペーン、従業員トレーニング、テクノロジーの採用、革新。

Surface PC 顧客成功事例:
•

FY20 の Surface PC に関する成功事例を提示してください。

•

顧客ユースケース、ユニット数、展開段階、顧客ビジネスの満足度及び影響、将来的なの顧客成長など、重要
な成功事例に関する具体的な詳細を提示してください。

Surface PC カスタマーへの提供:
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•

お客様の Surface PC の提供範囲を説明してください。

•

Surface PC のお客様に提供するサービスの説明してください。

•

Surface PC ソリューションとサービスで成功するための具体的な方法を説明してください。 これらのサービスは、他
の Surface パートナーと比較して、どのような独立的な位置づけを示していますか？

•

技術的またはビジネスの観点から、競争に対して Surface の機会を獲得する上で、どのようにオファリングが成功
したかについての具体例を提示してください。

Surface + Microsoft Integration:
•

Surface PC の顧客サービスにどの Microsoft テクノロジが組み込まれているか、またどのように組み込まれている
かを提示してください。
例：モダンワークプレイス、ビジネスアプリケーション、アプリケーションとインフラストラクチャ、データと AI。
Microsoft M365 固有の具体的な機能(teams など)を提示してください。
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Country Partner of the Year Awards
参加国ごとに 1 アワード

カントリー パートナー オブ ザ イヤー アワード
Microsoft Cloud 製品による顧客への影響度と顧客満足度の向上を図ることで顧客数と収入の大幅増に貢献したパー
トナー様を、国レベルで評価します。応募に際しては、各国マイクロソフト オフィスと効果的に連携して、イノベーション、競争
上の差別化、事業の利益につながる顧客への価値を証明すると共に、Microsoft Cloud サービスを使用するメリットも示
す必要があります。ソリューション分野 (Modern Workplace、Business Applications、Data & AI、Applications &
Infrastructure) のいずれか 1 つ以上で、マイクロソフトへのコミットメント/一致も示す必要があります。Cloud コンピテン シ
ーの Gold レベル メンバーであることを利用して Microsoft Cloud ソリューションまたはサービスを促進した事例も示す必 要
があります。

応募資格:
• マイクロソフト パートナー ネットワークのメンバーであること
• Cloud コンピテンシー プログラムのいずれかで Gold レベルを取得していること。ソリューション分野と対応する Cloud コン
ピテンシーの関係については下記を参照してください。Cloud コンピテンシーは、パートナー様がそのソ リューションまたはサー
ビスで能力を示す Microsoft Cloud テクノロジーに一致したものであることが必要です。
• Cloud コンピテンシーと対応するソリューション分野は次のとおりです。
o Business Applications は、Cloud Business Applications または Cloud Customer Relationship
Management
o Modern Workplace は、次の Cloud コンピテンシーに対応: Small and Market Cloud Solutions、
Enterprise Mobility Management または Cloud Productivity
o Data & AI と Applications & Infrastructure cloud Platform コンピテンシーに対応
• 過去 12 か月の市場での成功/成長を示すこと
• 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、Microsoft Marketplace または他の手段で入手でき、 OCP ソ
リューション カタログなどで検証できること
要約: 以下の全項目を 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、
URL リンクを 1 点、アップロードできます。複数の URL をアップロードする場合は、裏付け文書の中にリンクを追加してくだ
さい。
1. 独自性のある市場サービスを生むために、最新のマイクロソフト製品 (1 つまたは複数) をソリューションでどのように
使用しているかを説明してください。以下の質問に答えて、ソリューションの独自性および革新性を説明してくださ
い。
a. 貴社サービスまたはソリューションが意図したビジネス課題やビジネス チャンス
b. 顧客のビジネス課題/ビジネス チャンスの規模
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c. 市場における競合他社のソリューションまたはサービスに対して貴社のソリューションまたはサービスの差別 化。受
賞したアワード、報道記事、アナリスト レポートなどへのリンクを提示
d. 該当するソリューション分野: 貴社のサービス/ソリューションが Modern Workplace、Business Applications、
Data & AI、Applications & Infrastructure のどの分野に該当するのか
2. 貴社サービスまたはソリューションがもたらしたビジネスへの好影響を数値 (ROI、コスト削減、生産性向上、業績 へ
の影響、成長度など) で提示してください。
3. 各国マイクロソフト オフィスとの提携の成功例を説明してください。提携の動機、各国マイクロソフト オフィスとの 提
携までの経過、成果など (顧客の成功、テクノロジーの採用など) を挙げてください。参加スタッフの経験レベル お
よび職種も説明してください。
4. 貴社サービスまたはソリューションで最新のマイクロソフト テクノロジーを利用することによって、競争に勝利した事例
を説明してください。
5. 優れた顧客体験や顧客満足の証拠とな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、ビデオ、 ホ
ワイトペーパー、顧客の推薦状などへのリンク) を提示してください。
6. 特定のサービスまたはソリューションを実装した顧客数を記述してください。
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