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1. パートナー センターについて 
 

パートナー センター (https://partner.microsoft.com/ja-jp/dashboard/home) は、マイクロソフト パートナ

ー ネットワーク (MPN) プログラムおよびクラウド ソリューション プロバイダー (CSP) プログラムの登録・管理システム

で、パートナー メンバーシップ センター (PMC) の後継ツールです。 

コンピテンシーやアクション パック サブスクリプション (MAPS）の特典管理に加えて、紹介など新機能を備えています。 

 

個人のメール アドレスを使用するマイクロソフト アカウントでサインインしていた PMC にかわり、パートナー センターでは

組織アカウント (onmicrosoft.com やそれに紐づく会社ドメイン) の Azure アクティブ ディレクトリ (AAD) を使って

サインインします。 

 

このガイドでは、パートナー センターの MPN メニュー を使用する方法について解説します。 

 

 

2. MPN 新規登録: 
 

ご注意: 以降の説明は 新規登録 の方法です。現在 パートナー メンバーシップ センター (PMC) をご利用中で  

パートナー センターに移行 される場合は、こちらの移行ガイド を参照してください。 

 

2-1. アカウントの作成 

パートナー センター アカウントを作成するには、グローバル管理者権限を持つ組織アカウントをご用意ください。 

※ 組織アカウント: Office 365、Microsoft Azure、Microsoft Dynamics CRM へのサインインに使用するアカ

ウントを指します。 

 

マイクロソフト パートナー ネットワークへの新規登録は https://partner.microsoft.com/ja-

jp/dashboard/account/v3/enrollment/introduction/partnership から行います。 

 

1. パートナー様のビジネス上の属性を訊ねる画面が現れます。 

 

https://partner.microsoft.com/ja-jp/dashboard/home
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/active-directory/fundamentals/active-directory-whatis#terminology
https://aka.ms/pc-quick-transition-jp
https://partner.microsoft.com/ja-jp/dashboard/account/v3/enrollment/introduction/partnership
https://partner.microsoft.com/ja-jp/dashboard/account/v3/enrollment/introduction/partnership
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2. 該当する項目を選択して [次へ] をクリックすると、勤務先の電子メール アドレスを入力するよう求められます。 

 

 
 

ここに入力するメール アドレスとは、you@yourcompany.com などの会社ドメインを含むメール アドレスや

you@onmicrosoft.com です。  

Hotmail、Gmail などの個人のメール アドレスはパートナー センター アカウントに使用できません。 

 

ご注意: この電子メール アドレスには、必ず Azure アクティブ ディレクトリ (AAD) をお使いください。普段お使い

の業務用メール アドレスが AAD ではない場合は、こちら をご参照ください。 

 

ご注意: 関連会社で共通の会社ドメインを使用している場合、後からパートナー センター アカウントを作成した会社の

アカウントは、先に作成されている会社の事業所 として 統合 されます。(下の画面が現れて Continue [続ける] を

選択すると、統合の手続きが始まります。) 

 

 
 

3a. 入力したアドレスが既に他のマイクロソフト サービスに使われているメール アドレスの場合、そのままサインインが求め

られます。下図のサインイン画面ではなく ID の検証が求められる場合は 3ｂ. アドレス検証 にお進みください。 

 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/active-directory/fundamentals/active-directory-access-create-new-tenant
https://docs.microsoft.com/ja-jp/partner-center/move-multiple-companies
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4a. 有効な AAD でサインイン、利用条件に同意し、[次へ] をクリックします。 

 

 
 

5a. パートナー センターの設定が始まります。これには数分かかることもあります。 

 
 

6a. Azure ポータルのデータに基づき会社の情報が表示されます。確認して正しければ [同意して続行する] をクリック

し、登録作業を完了させます。 

 

ご注意: 会社名や住所は登記簿謄本などの 公的書類と一致しているかご確認ください。 

一致していない場合、この後の検証プロセスで先に進めない可能性があります。その場合は、パートナー センターへの移

行完了後に変更いただくことになります。 

 
 

ご注意: 表示されたメール アドレスが外部からのメールを受信可能なメール アドレスであることを確認してください。 
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3b. 他のサービスで使っていない新規のメール アドレスを入力すると、アドレス所有者の本人確認のための検証が求め

られます。 

 
 

4b. 届いた確認コードを入力し、[次へ] をクリックします。 

 
 

5b. 下図のユーザー情報を入力し 電子メール アドレスに届いた 確認コード (3b で入力した電話番号にテキストで

届いたものではありません) を入力して [次へ] をクリックします。 
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6b. パートナーセンターの設定が始まります。これには数分かかることもあります。 

 
 

7b. 表示された情報を確認し、[同意して続行する] をクリックして登録作業を完了させます。 

 

ご注意: 会社名や住所は登記簿謄本などの 公的書類と一致しているかご確認ください。 
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2-2. パートナー プロファイル (検証) 

パートナー センターでアカウントを管理するにあたり、貴社の情報が正しく法人登録されていることを確認する検証作業が

始まります。この作業では、必要に応じて追加の書類を要求されることがあります。 

 

ご注意: microsoft.com からのメールを受信できる状態であることをご確認ください。また迷惑メール フォルダーもご確

認ください。 

 

検証プロセスの進行状況は、ダッシュボードの [パートナー プロファイル] ページで確認できます。 設定アイコンで [パー

トナーの設定] を選択し、[パートナー プロファイル] を選択します。 

 

 
 

 

検証対象と応答方法 

検証の種類 検証対象とその方法の説明 却下された場合の対処方法 

メールの所

有 

電子メールの所有権は、連絡先担当者の電子メ

ール アドレスが有効であることを確認します。 連絡

先担当者の電子メール アドレスは送受信できる組

織アカウントである必要があります。 使用すべきで

ないのは: (1) 会社のドメインに関連付けられてい

ない個人の電子メール アドレス。 (2) テナントのユ

ーザー サインインが電子メールに関連付けられてい

ないもの (例: 

jsmith@testcompany.onmicrosoft.com) 

1 営業日以内に電子メールの所有権の

確認メッセージが表示されない場合は、

[パートナー プロファイル] ページのリンク

をクリックしてメッセージを再送信するか、

サポート にお問い合わせください。 

https://partner.microsoft.com/ja-jp/support
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検証の種類 検証対象とその方法の説明 却下された場合の対処方法 

雇用関係の

確認 

雇用関係の確認では、登録されたメール アドレス

は会社が所有している電子メール ドメインであるこ

と、また、連絡先担当者が登録会社の従業員であ

ることを確認します。 

電子メール ドメインは会社が所有してい

るドメインであることを証明するドメイン請

求書などの文書をご提供ください。 

会社の確認 会社の確認では、登録された会社情報が実態を

伴う事業主体であり、登記などの法人登録時に使

用されたことを確認します。 

実在確認を行うため、法人登録されたこ

とが確認できる公的文書 (登記簿謄

本、履歴事項全部証明書、現在事項

全部証明書、開業届、など) をご提供く

ださい。 

※ ご登録いただく住所は、登記簿謄本

などと同じ表記でご入力ください。 

例: (株) → 株式会社 

例: 1-1 → 1 丁目 1 番地 

 

検証プロセスが完了すると、[パートナー プロファイル] ページでテナントの検証の状態が [保留中] から [承認済み] 

に変わり、そのページに表示される状態のプロセス ステップが非表示になります。 

 

2-3. 事業所の管理 (オプション) 

 

事業所 ID はインセンティブ プログラムの登録、クラウド ソリューション プロバイダー(CSP) の管理、新規サブスクリプショ

ンの追加、などに利用します。参照リソース 

 

事業所の追加方法 

1. 設定アイコンから [パートナーの設定] を選択します。 

2. [場所] を選択します。 

3. [所在地情報を追加] を選択します。 

4. [所在地情報を追加] のページで、会社に追加する事業所とその事業所の連絡先担当者を記入します。 

 

 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/partner-center/manage-locations
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会社/事業所の情報変更 

1. [パートナー プロファイル] を選択し、法人プロフィールの隣の 更新 をクリックします。 

 

 

2. [法人プロフィール] のページで情報を更新し [送信] を選択します。 

 
 

 

2-4. Azure AD テナントの関連付け (オプション) 
 

一つの会社に複数のテナントがある場合、管理を簡素化させる方法としてテナントを関連付けることが可能です。関連付

けをすると、ユーザーと特典の共有ができます。 

以下の手順を進めます： 

1. [アカウントの管理] で [パートナー プロファイルを更新する] をクリックします。 
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2. [テナント] をクリックし、それから [別の Azure AD テナントの関連付け] をクリックします。 

 
 

3. 関連付けしたい Azure AD テナントの組織アカウントでサインインし、[次へ] をクリックします。 

 
 

4. [確認] をクリックします。 

 
 

 

3. ユーザー管理 

パートナー センターに新しいユーザーを追加します。この操作は、ユーザー管理者、アカウント管理者、またはグローバル

管理者が行います。複数のグローバル管理者を設定することによってパスワード紛失時などのリスクを回避することができま

す。参照リソース 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/partner-center/create-user-accounts-and-set-permissions
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3-1. ユーザー アカウントの作成と権限の付与 

1. MPN 概要 の [アカウントの管理] で [ユーザーのアクセス許可の管理] を選択します。 

 
 

2. [ユーザーの追加] を選びます。 

 
 

3. ユーザー名、メール アドレスを入力し、ユーザーに割り当てるロールとアクセス許可を選択します。アクセス許可を割り

当てることで必要な機能のみを表示させることができます。参照リソース 

 

 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/partner-center/permissions-overview
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4. [追加] を選択してユーザー アカウントを作成します。 次のページで、ユーザーの詳細を確認します。 

 

ご注意: 仮パスワードが発行されます。このページに表示される新しいユーザーのサインイン情報を 必ずお控えください。 

この情報は後から再確認することができかねますので予めご注意ください。 

 

 
 

追加されたユーザーは、仮パスワードを使ってパートナー センターにサインインします。初回サインイン時には仮パスワード

の変更を求めるメッセージが表示されますのでご自身で変更してください。 

 

3-2. ラーニング プロファイルの関連付け 

ユーザーは自身が取得したアセスメントと試験（MCP ID）の情報をパートナー センターに関連付けをします。 

 

ラーニング プロファイルをパートナー センター アカウントに関連付ける方法: 

1. ユーザーはパートナー センターにサインインし、「ラーニング プロファイルを関連付ける」 をクリックします。 
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2. 学習 > Microsoft トレーニング & 評価 > Partner University へのアクセスを取得 をクリックします。 

 
 

3. パートナー ユニバーシティーにサインインする際の マイクロソフト アカウント でサインインします。 

 

ご注意: マイクロソフト アカウントと組織アカウントが共通の場合、組織アカウント (AAD) のパスワードではなく マイク

ロソフト アカウント のパスワードでサインインします。 

 

4. 学習 > Microsoft の試験と認定 > Microsoft Learning アカウントの関連付けをクリックします。 

 

ご注意: パートナー ユニバーシティーにサインインするマイクロソフト アカウントが、MCP ID に紐づいているマイクロソフト

アカウントと異なる場合、“xxxxx@xxxx.com を使用して Microsoft Learning アカウントを関連付け” のチェッ

クを外し、別のマイクロソフト アカウントでサインインします。 
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MCP ID をパートナー センター アカウントから関連付け解除する方法: 

1. 学習 > Microsoft の試験と認定 > 関連付けを解除をクリックします。 

 
 

2. 以下の画面が表示されたら [はい、アカウントの関連付けを削除します] をクリックします。 

 
 

 

4. メンバーシップ オファー 
 

4-1. アクション パック サブスクリプション（MAPS）の新規購入 

マイクロソフト アクション パック サブスクリプション (MAPS) を購入します。参照リソース 

ご購入方法は 4-2. MAPS の更新 の手順をご参照ください。 

 

購入したサブスクリプションが有効になった後、ダッシュボードの [特典 (Benefits)] タブより Microsoft Action Pack 

Subscriptions (MAPS) または Learning Action Pack Subscription (LAPS) のどちらかを選択してください。

LAPS はマイクロソフト トレーニングを提供するパートナーさま向けで、クラスルーム ライセンスやマイクロソフト認定ラーニ

ング製品などの特典を提供します。参照リソース 

 

https://partner.microsoft.com/ja-jp/membership/action-pack
https://assetsprod.microsoft.com/ja-jp/MPN-MAPS-Software-IUR-License-Table.xlsx
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4-2. MAPS の更新: 

パートナー センターでは、有効期限が切れた翌日以降の 30 日間に MAPS を更新することができます。  

有効期限は メンバーシップ オファー > 購入したオファーより確認できます。  

下図の “更新の開始” から “オファー終了日” までが更新期間となります。 

 

 
 

更新手順： 

1. メンバーシップ オファー > 購入可能なオファー > Microsoft Action Pack サブスクリプション > 申し込む 
 

 
 

サブスクリプションの更新 > ご希望の支払設定を選択でクレジット カードか銀行振り込み (銀行の電信振替) かを選

択します。 
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2. クレジット カードによるお支払いの場合は、クレジッ トカード情報を追加する手順に従ってください。ページに表示さ

れているクレジット カードのみご利用が可能です。(Visa / Master) 

 

 
支払いが正常に完了すると、すぐに MAPS が有効になり特典は利用可能となります。 

 

3. 銀行振り込みによるお支払いの場合は連絡先名、電話番号、メール アドレスを確認して [送信] をクリックします。 

注文番号と MPN ID が表示されます。振り込み時には送金依頼人の欄に注文番号と MPN ID をご入力くださ

い。振込先は英語表記されていますが詳細は以下の通りです。 

銀行名：シティバンク、エヌ・エイ 

支店名：東京支店 

口座番号：普通預金 7336706 

口座名義人：日本マイクロソフト株式会社 

*SWIFT コードは使用しません。 
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お支払い完了後 48～72 時間で MAPS が有効になり特典が利用可能となります。 

また、[メンバーシップ オファー] の [購入したオファー] から支払い証明 (インターネット バンキングの支払い画面や

払い込み票の画像など) をアップロードすることで入金確認を早めることができます。 

 

 
銀行振り込みの場合、 ご注文後 30 日で期限切れ となり、その後ご入金いただいても引き当てできなくなるため

再度ご注文いただけますようお願いします。 

 

4-3. 領収書のダウンロード 

購入したオファー > 請求書のダウンロードより領収書がダウンロードできます。 

 
“請求書のダウンロード” と記載されていますが内容は領収書です。 
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ご注意: パートナー センターでは “請求書” は発行されません。上記手順 ３ で注文完了時に表示される確認画面

を請求書としてご利用ください。稟議などの社内手続きが事前に必要な場合は パートナー様による投資 ページをご利

用になるか、マイクロソフト パートナー ネットワーク事務局（0120-70-8105 > 3 番 > 1 番）にお問い合わせのう

え見積書の発行をご依頼ください。 

 

4-4. 過去の購入履歴 

[購入したオファー] の右側にある [有効期限切れ] のチェックボックスをチェックすると、過去に購入したオファーが表示さ

れます。 

 
 

4-5. コンピテンシーの購入 

特定のコンピテンシーの取得要件を満たすと、[購入可能なオファー] の項目に Silver メンバーシップ または Gold メ

ンバーシップ のタイルが表示されます。要件を満たすまで、これらのタイルは [利用条件を満たす必要があるオファー/近

日公開のオファー] の項目に表示されています。コンピテンシーの購入手続きも MAPS と同様です。 

 

 
 

5. コンピテンシー 
 

5-1. コンピテンシーのステータス 

コンピテンシーのタブは、コンピテンシーの取得状況を表示します。以下の 4 つのカテゴリがあります: 

⚫ 進行中: 取得要件の一部を満たしている 

⚫ 問題を含む: 取得要件を満たしているものの、その一部または全ての有効期限が翌年の更新時までに切れる 

⚫ 達成: 要件を満たしている 

⚫ 未開始: 取得要件を全く満たしていない 

https://partner.microsoft.com/ja-jp/membership/compare-offers
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コンピテンシー名の右端の下向き矢印を展開すると、取得オプションごとの進捗状況が表示されます。コンピテンシー名を

クリックすると詳細が表示されます。 

 

5-2. パフォーマンス データ 

画面右上の [コンピテンシー パフォーマンス レポート] をクリックすると、売り上げなどコンピテンシー取得のためのパフォー

マンス要件の獲得状況をグラフで表示する [パフォーマンス データ] と、登録社員のアセスメントや試験の合格実績を示

す [ユーザー スキル データ] を含む [コンピテンシー レポート] 画面が開きます。 

また、[スキル レポートのダウンロード] をクリックすると、[ユーザー スキル レポート] の内容をエクセル ファイルでダウンロ

ードできます。 
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6. プログラム 

 

6-1. ソフトウェア アシュアランスの加入契約 

ソフトウェア アシュアランス プログラム加入の手順については、こちら をご参照ください。 

 

6-2. Gold Cloud Platform コンピテンシーをお持ちのパートナー様向けプログラム: 

このコンピテンシーを取得済みのパートナー様は、追加の資格要件を満たすことにより業務の差別化に有用な以下のプロ

グラムに参加することができます： 

 

Azure Expert MSP (Azure Expert マネージド サービス プロバイダー) 

高度な専門性 

 SAP on Azure  

 Windows Server と SQL Server の Microsoft Azure への移行 

 Linux およびオープン ソース データベースから Microsoft Azure への移行 

 Web アプリケーションの Microsoft Azure への近代化 

 

 

7. ソフトウェア アシュアランス 

こちらのメニューを利用するには、まず SA プログラムに登録 が必要です。 

 

7-1. トレーニング受講券/導入計画サービス利用券の確認と予約 

お客様のバウチャー管理者から受講券を受け取ります。 

1. 概要ページの上部にある [アクション] のドロップダウンで [確認と予約] を選択すると、確認フォームが表示さ

れます。 

 
 

2. フォームにバウチャー番号とバウチャー管理者の電子メール アドレスを入力します。 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/partner-center/software-assurance-dps
https://partner.microsoft.com/ja-jp/membership/azure-expert-msp
https://azure.microsoft.com/ja-jp/solutions/sap/
https://azure.microsoft.com/ja-jp/migration/windows-server/
https://azure.microsoft.com/ja-jp/migration/linux/
https://azure.microsoft.com/ja-jp/migration/web-applications/
https://partner.microsoft.com/ja-jp/dashboard/mpn/program/saprograms
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3. [バウチャーの確認] を選択して番号がまだ有効であることを確認します。 

 
 

4. バウチャーの予約を選択し、プログラムの契約条件に同意します。お客様にはバウチャーが予約されたことがメー

ルで通知されます。 

 

[アクション] のドロップダウンで [Excel にエクスポート] を選択すると、すべての使用可能なバウチャーと予約済みバウチ

ャーの一覧表をダウンロードできます。 

 

バウチャーの詳細ページではサービスの一覧からお客様が希望するものを選択します。サービスの日付はバウチャーの期間

内にする必要があります。バウチャーは発行してから 180 日後に期限切れとなります。 

 

7-2. バウチャーの引き換え 

予約済みの受講券を引き換えます。 

1. 予約済みのバウチャー一覧で、引き換えるバウチャー (複数可) を選びます。 
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2. [選択した利用券/受講券を使う] をクリックします。 

 
 

3. 引き換えの確認ページでバウチャーの情報が正しいことを確認し、[はい] を選択して引き換えます。 

 
 

7-3. バウチャーのキャンセル 

バウチャーの予約後にプランやプログラムに変更が行われたり、お客様が予約したバウチャーを別のパートナー様で利用す

ることを希望したりする場合、バウチャーのキャンセルが可能です。 

1. 予約済みのバウチャー一覧から、キャンセルするバウチャーを選択します。検索ボックスにバウチャー番号を入力し

て探すことも可能です。 

2. [予約のキャンセル] を選択します。これにより、バウチャーの予約が削除されて状態が [割り当て済み] に戻

り、予約が可能となります。 
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8. 特典 

メンバーシップ オファー タブから MAPS/コンピテンシーを購入すると、それぞれの特典が利用可能になります。個々のユ

ーザーにライセンスやサブスクリプション、その他の特典を割り当てます。 

 

特典にはソフトウェア、クラウド サービス、Visual Studio サブスクリプション、技術サポート、Go-to-Market などが含ま

れます。詳細は こちら で確認できます。 

 

8-1. クラウド サービス特典の管理 

1. [Azure とクラウド] を選び、特典に含まれるクラウド サービスのサブスクリプション一覧を表示します。 

 

2. 右端にある下向き矢印を選び、サブスクリプションの詳細を表示します。 

 

3. Microsoft Azure の使用量ベースのサブスクリプションを有効化するユーザーを割り当てます。サブスクリプション

を管理するには Microsoft Azure ポータルにアクセスします。 

ライセンス ベースのサブスクリプションを有効化するには、[キーの取得] を選んで製品のライセンス キーをコピー

し、サブスクリプションを有効化します。 

 
 

8-2. ソフトウェア 特典の管理 

1. [ソフトウェア] を選んでソフトウェア特典の一覧を表示します。 

 

2. 下向き矢印を選び、製品の詳細を展開します。 

 

3. 各ソフトウェア製品は、次の手順で利用できます。 

a. [キーの取得] をクリックし、製品のライセンス キーを取得します。特別な指示が記載されている場合は内

容をご確認ください。 

b. 製品を表示する言語を選びます。 

c. ソフトウェアをインストールするコンピュータのオペレーティング システムの種類を選びます。 

d. ダウンロードのリンクをクリックして、ソフトウェア インストール パッケージをインストールします。 

https://partner.microsoft.com/ja-jp/membership/internal-use-software
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8-3. Visual Studio サブスクリプションの管理 

1. [Visual Studio] を選び、Visual Studio サブスクリプションの一覧を表示します。 

 

2. 下向き矢印を選び、サブスクリプションの詳細を展開します。 

 

3. Visual Studio サブスクリプションを有効化するには、ユーザーの追加で検索した一覧からユーザーを選び、[ユ

ーザーの割り当て] で選択します。 

重要: 割り当てるユーザーが一覧に表示されない場合、[アカウント設定] で 新しいユーザーを追加 します。 

 

4. サブスクリプション毎にユーザーを割り当てます。ユーザーは、Visual Studio ポータルでサブスクリプションを管理

できます。サブスクリプションに割り当てたユーザーを削除し、別のユーザーを再割り当てることが可能です。 

 
 

8-4. GTM 特典の管理 

Go-to-Market (GTM: 市場投入) 特典は専門的な販売やマーケティングの教育、コンテンツやサポートへのアクセス

を提供し、ビジネスの起業や発展を支援します。コンピテンシー パートナー様による市場参入を様々な形でサポートする

特典です。 

1. [市場投入] を選択すると、GTM 特典の一覧が表示されます。 

GTM 特典 では、利用可能な追加のマーケティング リソースおよびサポートが提供されます。 利用できる特典

https://docs.microsoft.com/ja-jp/partner-center/create-user-accounts-and-set-permissions
https://docs.microsoft.com/ja-jp/partner-center/mpn-learn-about-go-to-market-benefits
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の種類は、メンバーシップレベルや取得しているコンピテンシーによって異なります。 

 

2. GTM 特典を有効にするには、マーケティング担当者を割り当てる必要があります。 この担当者は、有効化した 

GTM 特典についてフォローアップの連絡を受けます。 

 

3. マーケティング担当者情報を追加または更新するには、[市場投入] ページの上部に移動して連絡先の [追

加]、 [更新]、または [変更] を選択します。 ここで次の操作を行います。 

a. リストからユーザーを選びます。割り当てるユーザーが一覧に表示されない場合は、[アカウント設定] で 

新しいユーザーを追加 します。指定したマーケティング担当者のメール アドレスに、GTM 特典を利用す

るための手順がメールで送信されます。連絡先電話番号と優先言語を指定します。 追加後、 [ユーザ

ーの割り当て] を選択します。 

 

4. 右端にある下向き矢印を選んで特典の詳細を展開します。 この一覧の特典名の下には、利用可能な各種の

特典が表示されます (Silver Core/Gold Core)。 

 

5. 特典を有効化するには、[有効化] を選択します。 

 

 
 

 

9. サポート 

 

9-1. サービス正常性の確認 

サポート メニューの [パートナー センターの状態] を開くと、各サービスの状態を示します。 

 

パートナー センター機能に障害発生の際、マイクロソフトは問題の修正見込みについて定期的にお知らせします。 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/partner-center/create-user-accounts-and-set-permissions
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この情報は、パートナー センター画面右上のベルのアイコンをクリックすると表示される通知でも確認できます。 

 
 

9-2. パートナー サポート要求の方法 

 

1. サポート メニューで [パートナー サポートの要求] を選択し、[新しい依頼] をクリックします。 

2. ヘルプとサポート > 問題についてお知らせください > キーワードを入力 > ソリューションの確認 

 
3. 推奨されるソリューション > 推奨されるドキュメントを確認 
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4. 上記ドキュメントで問題が解決できない場合は [問題の詳細を指定] をクリックします。 

 
 

5. 必要事項を記入して送信すると、サポート窓口から連絡があります。 
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お問い合わせ 

 

本ガイドで疑問が解決しない場合やマイクロソフト パートナー ネットワークについてご質問がございましたら、上記 9-2 

の手順でサポート要求の作成または、下記窓口までお電話ください。サポート要求は マイクロソフト パートナー サポート 

ページでも作成いただけます。 

 

 
パートナー コールセンター 

電話 0120-70-8105 

受付時間 9:00 - 17:30 (土日祝日、弊社指定休業日を除く。) 

※携帯 / PHS からもご利用いただけます。 

※音声ガイダンスについては、以下ページをご参照ください。 

https://partner.microsoft.com/ja-jp/Support/call-center  

https://partner.microsoft.com/ja-jp/Support/
https://partner.microsoft.com/ja-jp/Support/call-center

