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販売連携 (Co-Sell) 技術スキル習得支援 インセンティブ

Microsoft と連携した共同販売・

マーケティング活動や、

Marketplace、AppSource への

サービス掲載により商談機会を創出

パートナー向けの技術トレーニング、

認定資格試験の割引、

技術サポートなど、

スキル習得に向けた支援を提供

Microsoft 製品の

特別ライセンスや

インセンティブを提供

Microsoftとパートナーを組むメリット

メリット
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1 2 3

ISV
Microsoft 製品上で稼働する

アプリケーション、ソフトウェア

アドオン、サービスを提供

SIer
Microsoft 製品を含んだ

システム構築や

システム統合を実施

Reseller

Microsoft 製品の再販や

導入支援を実施

代表的な種類
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参加無料

技術トレーニング、プラクティス

開発ガイド、販売とマーケティング

リソースにアクセス

新規の登録はこちらを参照ください

http://aka.ms/mpn_jp

※年会費は税別です。年会費は毎年期初に見直しを行っています。最新の年会費はこちらをご参照ください https://aka.ms/mpnfee

Microsoft の製品と

テクノロジーのライセンス、

技術サポートを提供

シルバーやゴールドコンピテンシーで

専門性をアピール

お客様のニーズに合ったソリューション

分野に沿ったコンピテンシー

技術、サポート、マーケティングの各種特典

［年会費］

44,000 円※

クラウドマネージドサービスの

能力を厳正に評価され認定

必須要件を満たし、サードパーティの

審査に合格する必要があります

特定のソリューション分野において

パートナー様が高品質なサービスを

提供できることを認定

必須要件を満たし、サードパーティの

審査に合格する必要があります

Advanced Specialization

より手厚い販売支援・技術取得支援・インセンティブを提供

［シルバー年会費］

155,000 円※

［ゴールド年会費］

444,000 円※

MPN のメンバーシップレベル

ネットワーク
メンバー

アクションパック
（サブスクリプション）

コンピテンシー
（シルバー / ゴールド）

Azure Expert MSP

※パフォーマンス、スキル、年会費の
要件を満たしたパートナー
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※年会費は税別です。年会費は毎年期初に見直しを行っています。最新の年会費はこちらをご参照ください https://aka.ms/mpnfee

［年会費］44,000 円※

アクションパックを購入したパートナー様には主に、Microsoft の製品とテクノロジーのライセンス、

技術サポートを提供します。ここでは部分的なメニューを記載しているため、詳細はホームページを

ご確認ください。

Azure Monthly Credit

$100

Office 365（E3）seats

5

Dynamics 365  

Customer

Engagement

5

Virtual Studio  

Professional

Subscription

3

Azure AD Basic
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▶その他の特典はこちらをご確認ください https://partner.microsoft.com/ja-jp/membership/action-pack

アクションパック (Microsoft Action Pack Subscription (MAPS) )

1 技術支援（Partner Technical Consultant (PTC))

2 Microsoft 製品利用特典

Windows 10 Enterprise

Learning VHD

100
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Cloud Platform

（Azure）

Cloud Business Applications

（D365: Power Platform）

Cloud Productivity

（M365: Teams）

Silver

Business 要件
$15,000 Azure Consumption

※直近 12ヶ月

$100,000 Cloud Revenue (BA の消費額)

※直近 12ヶ月

2,000 Active Entitlement

※直近 28 日以内にサービス利用した人数

MCP

1 名が以下の内 1 つの資格を取得していること

・Developer role

・Administrator role

・Architect role

・Data Engineer role

指定の人数が以下の資格を取得していること

・MB-200 ( 5 名)

・MB-210, MB220, MB-230, MB-240, 

MB6-898の内1つ ( 5 名)

・MB2-716 ( 2 名)

指定の人数が以下の資格を取得していること

MS-100 ( 1 名)

Gold

Business 要件
$100,000 Azure Consumption

※直近 12ヶ月

$300,000 Cloud Revenue (BA の消費額)

※直近 12ヶ月

4,000 Active Entitlement

※直近 28 日以内にサービス利用した人数

MCP

2 名が以下の内 1 つの資格を取得していること

・Developer role

・Administrator role

・Architect role

・Data Engineer role

指定の人数が以下の資格を取得していること

・MB-200 ( 15 名)

・MB-210, MB220, MB-230, 

MB-240, MB6-898 の内 1 つ ( 15 名)

・MB2-716 ( 5 名)

指定の人数が以下の資格を取得していること

・MS-100 ( 2 名)

※定期的に条件はアップデートされます。最新のコンピテンシーの詳細はこちらをご確認ください https://partner.microsoft.com/ja-jp/membership/competencies

コンピテンシーの取得には、こちらの要件を満たすことが条件となります

コンピテンシーの種類

コンピテンシー（シルバー /ゴールド）
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登録する

組織アカウント（AAD）で

MPN 新規登録

（Partner Centerの

パートナーアカウント作成）を

行います。

審査

入力した情報に対して

Microsoft の審査が行われます。

審査状況により、登記簿謄本などの

書類提示が必要になる

場合があります。

始める
審査が完了すると MPN ID が

有効となります。完了までには

早い場合は即日、長くて数週間程度

かかります。Partner Centerに

アクセスしてツール、

トレーニング等のリソースを

確認しましょう。

Microsoft Partner Network 登録方法
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申込み条件

Microsoft Partner Network (MPN) に参加しており、有効な MPN ID を保有

Microsoft の専任担当がついていないこと

コンピテンシー取得パートナー企業、または Action Pack (MAPS) をご契約中 (技術支援をご希望の場合)

サポート期間 CED プログラム申込後から6ヶ月間 (場合により9ヶ月まで延長) ※サポート期間終了後でも新規ソリューションの登録時には再度申し込み可能です。

相談方法 以下 URL よりお申込み後、担当者に適宜相談可能 (電話/メール) https://aka.ms/cedjp

●オンプレから Azure への移行方法を

教えてください。

●Azure 仮想マシンでの災害対策は

どうすれば良いでしょうか？

●Microsoft 365 はクラウドにも

オンプレミスにもセキュリティ向上を

図るためにどう活用できますか？

●Power Platform でアプリを作る場合、

データはどこに保存するのがいいでしょうか？

ライセンスによって使える場所が違いますか？

●Teams での社内サポートシステムを

検討中ですが、チャットボットに興味があります。

短期間で作れるツールなどありませんか？

CED (Cloud Enablement Desk)

MPNに初めて登録したパートナー様と、

新規にソリューションを開発したパートナー様が活用可能な”短期的”サポート

ビジネス支援

パートナーセンターのビジネスプロファイル作成

▼

Marketplace (AppSource)への登録支援

▼

Action Pack/コンピテンシーの特典活用方法の案内

▼

Co-Sell Readyソリューションの登録支援

▼

定例会の実施 (月1回)

技術支援

クラウドソリューションの基本的な技術サポート

▼

ソリューション開発支援

(プラン選定、SI・開発における参考情報の案内等)

▼

ソリューション提案支援

▼

販売後の導入計画支援

以下のような相談も可能です。

【CED】無料のビジネス支援・技術支援
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